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2019年9月 

2019年 新規配信タイトル 

農山漁村文化協会 

書名 著編者 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 

稲作 : 重要作物塩水撰種法・他 （第1巻） 横井 時敬 1983 9784540830273 ¥14,143  ¥21,215  1030936918 

稲作・一般 : 新撰米作改良法・他 （第2巻） 石川 理紀之助 1985 9784540850424 ¥17,285  ¥25,928  1030936919 

稲作 : 米作法講話法・他 （第3巻） 鈴木 良平 1986 9784540850592 ¥17,285  ¥25,928  1030936920 

畑作 : 麦作革新論・他 （第4巻） 赤沢 仁兵衛 1985 9784540850028 ¥14,143  ¥21,215  1030936921 

特用作物 : 茶業須要・他 （第5巻） 酒井 甚四郎 1984 9784540840098 ¥17,285  ¥25,928  1030936922 

野菜 : 蔬菜栽培法 （第6巻） 福羽 逸人 1984 9784540840197 ¥17,285  ¥25,928  1030936923 

果樹 : 葡萄提要・他 （第7巻） 川上 善兵衛 1983 9784540830501 ¥17,285  ¥25,928  1030936924 

畜産 : 牛馬蕃殖飼養法要略・他 （第8巻） 森田 龍之助 1985 9784540850233 ¥15,714  ¥23,571  1030936925 

養蚕・養蜂・養魚 : 養蚕新論・他 （第9巻） 田島 弥平 1983 9784540830433 ¥17,285  ¥25,928  1030936926 

土壌肥料 : 実験肥料新書・他 （第10巻） 安資 農夫 1984 9784540830624 ¥17,285  ¥25,928  1030936927 

農具・耕地整理 : 兵庫県農具図解・他 （第11巻） 中井 太一郎 1985 9784540840371 ¥17,285  ¥25,928  1030936928 

病害虫・雑草・農薬 : 田圃駆虫実験録(正・続)・他 （第12巻） 梅原 寛重 1984 9784540840258 ¥20,427  ¥30,640  1030936929 

林業・林産 : 吉野林業全書・他 （第13巻） 古島 敏雄 1984 9784540840036 ¥17,285  ¥25,928  1030936930 

明治農書全集 全13巻 
全13巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥219,997  ¥329,996  

発行：1983年 冊子版ISBN：9784540830693  商品コード：1030936917 

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 

興業意見・所見 （1） 1978 9784540760051 ¥10,998  ¥16,497  1030936947 

日本地産論 ; 日本農業及北海道殖民論 （2） 1977 9784540760365 ¥12,573  ¥18,859  1030936948 

日本振農策 . 日本農民ノ疲弊及其救治策 （3） 1977 9784540750205 ¥9,428  ¥14,141  1030936949 

信用組合産業組合論集 （4） 1986 9784540770012 ¥10,998  ¥16,497  1030936950 

最新産業組合通解 ; 時代ト農政 （5） 1980 9784540760198 ¥10,998  ¥16,497  1030936951 

日本尊農論 ; 日本農政学 （6） 1980 9784540770067 ¥15,714  ¥23,571  1030936952 

農業本論 （7） 1982 9784540750328 ¥14,143  ¥21,215  1030936953 

経営学 （8） 1982 9784540760013 ¥10,998  ¥16,497  1030936954 

実地経済農業指針 ; 日本農業の経済的変遷 （9） 1977 9784540750342 ¥15,714  ¥23,571  1030936955 

土地経済論 （10） 1983 9784540760204 ¥14,143  ¥21,215  1030936956 

産業組合講話 （11） 1976 9784540760211 ¥10,998  ¥16,497  1030936957 

農村革命論 ; 農村救済論 （12） 1977 9784540760372 ¥10,998  ¥16,497  1030936958 

小農保護問題 （13） 1978 9784540760044 ¥9,428  ¥14,141  1030936959 

適産調要録 ; 老農晩耕録 （14） 1983 9784540760228 ¥9,428  ¥14,141  1030936960 

永小作論 （15） 1977 9784540760389 ¥10,998  ¥16,497  1030936961 

農村法律問題 （16） 1983 9784540770197 ¥9,428  ¥14,141  1030936962 

第壹農業時論 ; 農村行脚三十年 （17） 1978 9784540750359 ¥12,573  ¥18,859  1030936963 

農民組合の理論と実際・他 （18） 1988 9784540770098 ¥10,998  ¥16,497  1030936964 

明治大正農村経済の変遷 （19） 1978 9784540760181 ¥10,998  ¥16,497  1030936965 

世界農業史論 （20） 1976 9784540760235 ¥10,998  ¥16,497  1030936966 

農村問題と社会理想 ; 公正なる小作料 （21） 1977 9784540770210 ¥10,998  ¥16,497  1030936967 

農村自治の研究 （22） 1988 9784540770227 ¥15,714  ¥23,571  1030936968 

米と社会政策 . 養蚕労働経済論 （23） 1977 9784540770364 ¥14,143  ¥21,215  1030936969 

明治農業論集 : 地租・土地所有論 （24） 1977 9784540770562 ¥14,143  ¥21,215  1030936970 

近藤 康男 編 明治大正農政経済名著集 全24巻 
全24巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥287,565 ¥431,347  

発行：1976年 冊子版ISBN：9784540760419  商品コード：1030936946 

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 

農業動向編 （第1巻） 1995 9784540940767 ¥26,713  ¥40,070  1030936938 

水田作編 （第2巻） 1993 9784540930324 ¥26,713  ¥40,070  1030936939 

畑作編／工芸作編 （第3巻） 1995 9784540941146 ¥26,713  ¥40,070  1030936940 

畜産編／蚕糸編 （第4巻） 1995 9784540950056 ¥31,429  ¥47,143  1030936941 

果樹作編／野菜作編 （第5巻） 1997 9784540960093 ¥34,570  ¥51,856  1030936942 

花き作編／食品加工編 （第6巻） 1997 9784540960475 ¥33,000  ¥49,500  1030936943 

共通基盤技術編・資料・年表 （第7巻） 1998 9784540970207 ¥34,570  ¥51,856  1030936944 

農林水産省農林水産技術会議事務局 
昭和農業技術発達史編纂委員会 編 昭和農業技術発達史 全7巻 

全13巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥213,711  ¥320,568  

発行：1998年  冊子版ISBN：9784540980275  商品コード：1030936937 

書名 著編者 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 

農村問題入門 ; 窮乏の農村 （1） 猪俣 津南雄 1978 9784540780301 ¥17,285  ¥25,928  1030936973 

農業経済論 （2） 近藤 康男 1981 9784540810343 ¥13,513  ¥20,270  1030936974 

日本農業の展開過程 （3） 近藤 康男 1987 9784540780516 ¥14,143  ¥21,215  1030936975 

農業問題と土地変革 （4） 近藤 康男 1989 9784540790010 ¥18,229  ¥27,343  1030936976 

日本農業論 （5） 戸田 慎太郎 1980 9784540800191 ¥12,573  ¥18,859  1030936977 

米と繭の経済構造 . 佐賀県農業論 ; 佐賀県平坦地帯一農村の分析 （6） 近藤 康男 1981 9784540780332 ¥13,827  ¥20,740  1030936978 

日本農業の基礎構造 （7） 栗原 百寿 1979 9784540790133 ¥17,285  ¥25,928  1030936979 

農業土地政策論 （8） 沢村 康著 1979 9784540790270 ¥18,856  ¥28,284  1030936980 

日本農村人口論 （9） 渡辺 信一 1980 9784540790904 ¥18,229  ¥27,343  1030936981 

農民離村の実証的研究 （10） 野尻 重雄 1978 9784540780448 ¥21,370  ¥32,056  1030936982 

日本農業の再編成 . 農業生産の基本問題 （11） 近藤康男 1980 9784540800276 ¥17,915  ¥26,873  1030936983 

米穀流通費用の研究 （12） 木村 和三郎 1980 9784540800368 ¥12,573  ¥18,859  1030936984 

日本産業組合論 （13） 井上 晴丸 1981 9784540810121 ¥11,315  ¥16,973  1030936985 

農業金融論 （14） 小平 権一 1981 9784540810220 ¥25,142  ¥37,714  1030936986 

農家負債と其整理 （15） 近藤 康男 1990 9784540780585 ¥15,714  ¥23,571  1030936987 

農業生産費論考 ; 農業簿記原理 （16） 近藤 康男 1990 9784540790218 ¥11,942  ¥17,914  1030936988 

日本農業の機械化 （17） 近藤康男 1988 9784540780622 ¥11,629  ¥17,443  1030936989 

農業経済地理 （18） 青鹿 四郎 1980 9784540790874 ¥16,971  ¥25,458  1030936990 

畜産経済地理 （19） 宮坂 梧朗 1980 9784540800030 ¥16,341  ¥24,512  1030936991 

農村社会の研究 （20） 有賀 喜左衞門 1981 9784540800498 ¥20,743  ¥31,115  1030936992 

入会権論 （21） 奈良 正路 1981 9784540800535 ¥13,200  ¥19,800  1030936993 

農民闘争の戦術・その躍進 ; 農民組合入門 . 日本に於ける農村問題 （22） 大西 俊夫 1979 9784540790294 ¥16,341  ¥24,512  1030936994 

昭和前期農政経済名著集 全22巻 
全22巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥355,146  ¥532,719  

発行：1981年  冊子版ISBN：9784540780646  商品コード：1030936972 

農業試験研究1世紀に際し、
技術発達と普及の画期に焦点
を当て今日的観点から100年
をレビュー。 
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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 

農地改革論 I （1） 1985 9784540850059 ¥10,685  ¥16,028  1030936997 

農地改革論 II （2） 1986 9784540850783 ¥13,200  ¥19,800  1030936998 

農民層分解論 I （3） 1985 9784540840364 ¥10,685  ¥16,028  1030936999 

農民層分解論 II （4） 1985 9784540850301 ¥12,573  ¥18,859  1030937000 

農村人口論・労働力論 （5） 1983 9784540820656 ¥12,573  ¥18,859  1030937001 

農業の計量分析論 （6） 1984 9784540840159 ¥11,942  ¥17,914  1030937002 

土地制度論 （7） 1983 9784540830457 ¥12,573  ¥18,859  1030937003 

土地価格論 （8） 1982 9784540820205 ¥10,685  ¥16,028  1030937004 

水利制度論 （9） 1983 9784540830303 ¥13,200  ¥19,800  1030937005 

食糧管理制度論 （10） 1982 9784540810534 ¥15,084  ¥22,627  1030937006 

農産物価格論 （11） 1982  9784540820052 ¥12,573  ¥18,859  1030937007 

農産物市場論 I （12） 1982 9784540820434 ¥12,573  ¥18,859  1030937008 

農産物市場論 II （13） 1984 9784540830617 ¥13,200  ¥19,800  1030937009 

国際市場論 （14） 1982 9784540820304 ¥10,685  ¥16,028  1030937010 

農業経営理論 I （15） 1984 9784540840241 ¥11,942  ¥17,914  1030937011 

農業経営理論 II （16） 1984 9784540830648 ¥11,942  ¥17,914  1030937012 

生産力構造論 （17） 1984 9784540840289 ¥11,942  ¥17,914  1030937013 

経営計画論・簿記論 （18） 1983 9784540830228 ¥11,942  ¥17,914  1030937014 

農業金融論 （19） 1986 9784540850585 ¥12,573  ¥18,859  1030937015 

農業協同組合論 （20） 1983 9784540830105 ¥12,573  ¥18,859  1030937016 

村落構造論 （21） 1985 9784540850226 ¥12,573  ¥18,859  1030937017 

農民運動論 （22） 1985 9784540850486 ¥13,200  ¥19,800  1030937018 

林業経済論 （23） 1983 9784540820694 ¥13,200  ¥19,800  1030937019 

漁業経済論 （24） 1984 9784540840043 ¥13,200  ¥19,800  1030937020 

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 

形態編 （第1巻） 1990 9784540900037 ¥47,143  ¥70,715  1030936933 

生理編 （第2巻） 1990 9784540900013 ¥56,571  ¥84,858  1030936934 

遺伝編 （第3巻） 1990 9784540900020 ¥53,427  ¥80,140  1030936935 

近藤 康男 編 昭和後期農業問題論集 全24巻 
全24巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥297,323  ¥445,985  

発行：1986年 冊子版ISBN：9784540810749  商品コード：1030936996 

全3巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥157,142  ¥235,714  

発行：1990年 冊子版ISBN：9784540900174  商品コード：1030936932 

単一植物に注がれた研究では日本の稲研究は量質共に
世界一。その成果を海外の研究も含めて形態・生理・遺伝
の分野毎に集大成。群落・個体レベルから細胞・分子レベ
ルまでをバイテク時代の稲学・生物学に向けて編成。 

稲学大成 全3巻 松尾 孝嶺 編 

戦後に書かれた農業問題に関す
る論文（昭和50年まで）を、テーマ
によって選んで収録し、解説と年
表・文献を付して、世の認識を深
め、研究者のための入門書とす
べく刊行。 
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【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　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 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  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆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　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　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


