Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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
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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
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学術認証フェデレーションと連携
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動画
監修：宮本 常一

企画・製作：株式会社日経映像

昭和40～41年にかけて、旅する民俗学者 宮本常一の企画・監修によって制作
されたこのドキュメンタリー作品は、地域社会に生きる“庶民の生活史”の追
及をテーマに、全国各地の習俗、行事、生活、技術など多彩な特色を持つその
土地の背景を取材して、日本人の“生活の詩”を描いた作品です。

第一集【まつりと信仰】
（第1巻～第4巻）

第二集【地に根づく営みと技】
（第5巻～第8巻）

第三集【村里の情景と文化】
（第9巻～第12巻）

全3集（全12巻） 揃価格
同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

￥264,000

￥528,000

1030483141

詳しい内容は次項をご覧ください。
2019年5月
● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。
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

1

１巻から12巻に60タイトルを収録！
タイトル

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

■日本の詩情 全3集（全12巻） 揃価格

商品コード

￥264,000

￥528,000

1030483141

￥88,000

￥176,000

1030483142

第1巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483143

第2巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483144

第3巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483145

第4巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483146

￥88,000

￥176,000

1030483147

第5巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483148

第6巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483149

第7巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483150

第8巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分）

￥22,000

￥44,000

1030483151

￥88,000

￥176,000

1030483152

第9巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分）

￥22,000

￥44,000

1030483153

第10巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分）

￥22,000

￥44,000

1030483154

第11巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分）

￥22,000

￥44,000

1030483155

第12巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分）

￥22,000

￥44,000

1030483156

第一集 【まつりと信仰】

第二集 【地に根づく営みと技】

第三集 【村里の情景と文化】

第一集【まつりと信仰】

第1巻

第2巻

第3巻

第4巻

「円空とアイヌ」（北海道・道南）
「神々の国」（広島・ 豊松）
「大磯のはだか祭」（神奈川・大磯）
「祇園まつり」（京都）
「隠れキリシタン」（長崎・ 平戸/生月）

「天狗と山の神」（栃木・古峰ヶ原）
「筑波山」（茨城・筑波山）
「祖谷の神代踊り」（徳島・祖谷山）
「豆腐まつり」（山形・黒川）
「農民祭」（秋田）

「岩木山参り」（青森・津軽）
「田遊びの神事」（東京・徳丸）
「富士と大瀬まつり（静岡・沼津）
「山に生きる」（奈良・洞川）
「長崎のおくんち」（長崎）

「黒川能」（山形・黒川）
「靖国のみたま祭」（東京）
「伊勢参り」（三重・伊勢）

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。

「海を恐れぬ男たち」（和歌山・南紀太地）

「石と田の神」（鹿児島）

2019年5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）

第二集【地に根づく営みと技】

第5巻

第6巻

第7巻

第8巻

「十勝の開拓民」（北海道・十勝）
「タライ舟とノリ」（新潟・南佐渡）

「鳩笛とりんご」（青森・弘前）
「雪の中に生きる」（新潟・山古志）

「サンマの港」（宮城・気仙沼）
「足袋の町」（埼玉・行田）

「藍染めと鯉のぼり」（埼玉・加須/羽生）

「波浮の漁夫たち」（東京・伊豆大島）

「火山灰にいどむ」（東京・伊豆大島）

「働くよろこびの詩」（三重・志摩）
「心のふるさと」（広島・芸北）

「飛騨の匠」（岐阜・高山）
「島の夜明け」（大分・姫島）

「漆に生きる」（石川・輪島）
「播磨のつり針」（兵庫・社町）

「コケシのふるさと」（宮城・白石）
「海に生きる群像」（神奈川・三崎）
「石崎の女たち」（石川・七尾）
「京の焼物師」（京都）
「淡路の瓦づくり」（兵庫・津井）

第三集【村里の情景と文化】

第9巻

第10巻

第11巻

第12巻

「佐渡今昔談」(新潟・佐渡)
「秋田杉」(秋田)
「砂丘を生かす」(鳥取)
「河内ぶどう」(大阪)
「池と金比羅」(香川)

「秋田の湯治場」(秋田)
「古い町の風格」(栃木)
「八ヶ岳高原の農民」(長野)
「藍とデコ」(徳島)
「牧歌の町」(大分)

「樹氷と湯花」(山形)
「水郷の田植え」(茨城)
「安来節と砂鉄ぼり」(島根)
「歌の島」(大分・姫島)
「風景をつくる」(宮崎)

「春を待つ村」(新潟)
「乗鞍の学生村」(長野)
「佐治谷の阿呆話」(鳥取)
「土着の気概」(高知)
「谷を渡る生活」(熊本)

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。

2019年5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）

■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

