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満洲グラフ
財団法人 満鉄会

監修

1933年（昭和8年）に満鉄から創刊された写真グラフ誌。生活・風俗・工業・
農業・民族美術・各民族の特集などの多彩な内容で構成され、まさに写真で
見る「満洲国」百科。また、左から右への文字組、表紙の芸術的な写真、海外
の読者を意識した英語との表記など、時代の最先端を行く斬新な編集で、
当時のグラフ誌の先駆的存在。

本書の特色
●先駆的グラフ雑誌
「LIFE」より先んじること3年、南満洲鉄道株式会社（満鉄）のグラフPR誌。

●斬新なレイアウト

左から右への文字組、表紙の芸術的な写真、大胆なタイポグラフィ、海外の読者を意識した英語との併記、見開きに華麗に展開される
フォトモンタージュなど、時代の最先端を行く斬新な編集。

●「満洲国」のすべてを一級の写真資料で

生活・風俗・工業・農業・漁業・民族美術・各民族の特集等々、極めて多彩な内容で構成されており、まさに写真で見る「満洲国」百科
とも言うべき貴重資料。

全15巻揃価格 （分売可）
同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥544,500

¥1,089,000

1031460181

詳細は次頁をご覧ください。

● 表示価格は税抜きです。
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第5巻第8号

農業

第1巻第1号

産業
風俗

第5巻第1号

戦争
第5巻第10号

巻

書名

同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

発行年

冊子版ISBN

第1巻 第1巻第1号(第1号)(1933年9月)-第2巻第6号(第8号)(1934年11月)

2008

9784843330173

¥36,300

¥72,600 1031460182

第2巻 第3巻第1号(第9号)(1935年1月)-第3巻第9号(第17号)(1935年12月)

2008

9784843330180

¥36,300

¥72,600 1031460183

第3巻 第4巻第1号(第18号)(1936年1月)-第4巻第12号(第29号)(1936年12月)

2008

9784843330197

¥36,300

¥72,600 1031460184

第4巻 第5巻第1号(第30号)(1937年1月)-第5巻第12号(第41号)(1937年12月)

2008

9784843330203

¥36,300

¥72,600 1031460185

第5巻 第6巻第1号(第42号)(1938年1月)-第6巻第12号(第53号)(1938年12月)

2009

9784843330210

¥36,300

¥72,600 1031460186

第6巻 第7巻第1号(第54号)(1939年1月)-第7巻第7号(第60号)(1939年7月)

2009

9784843330227

¥36,300

¥72,600 1031460187

第7巻 第7巻第8号(第61号)(1939年8月)-第7巻第12号(第65号)(1939年12月)

2009

9784843330234

¥36,300

¥72,600 1031460188

第8巻 第8巻第1号(第66号)(1940年1月)-第8巻第8号(第73号)(1940年8月)

2009

9784843330241

¥36,300

¥72,600 1031460189

第9巻 第8巻第9号(第74号)(1940年9月)-第9巻第3号(第80号)(1941年3月)

2009

9784843330258

¥36,300

¥72,600 1031460190

第10巻 第9巻第4号(第81号)(1941年4月)-第9巻第9号(第86号)(1941年9月)

2009

9784843330265

¥36,300

¥72,600 1031460191

第11巻 第9巻第10号(第87号)(1941年10月)-第10巻第3号(第92号)(1942年3月)

2009

9784843330272

¥36,300

¥72,600 1031460192

第12巻 第10巻第4号(第93号)(1942年4月)-第10巻第9号(第98号)(1942年9月)

2009

9784843330289

¥36,300

¥72,600 1031460193

第13巻 第10巻第10号(第99号)(1942年10月)-第11巻第3号(第104号)(1943年3月)

2009

9784843330296

¥36,300

¥72,600 1031460194

第14巻 第11巻第4号(第105号)(1943年4月)-第11巻第9号(第110号)(1943年9月)

2009

9784843330302

¥36,300

¥72,600 1031460195

第15巻 第11巻第10号(第111号)(1943年10月)-第12巻第1号(第114号)(1944年1月)

2009

9784843330319

¥36,300

¥72,600 1031460196

● 表示価格は税抜きです。
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巻品コード

社史で見る日本経済史 23冊
日本における会社・企業の誕生は、1869（明治２）年の通商会社・為替会社
を嚆矢として、ついで銀行の設立、明治１０年代末からの会社勃興期へと続
きます。この１４０年をこえる歴史の中で、すでに明治期から会社史といわれ
るものが見られますが、昭和期に入り飛躍的に増加します。本シリーズは戦
前から刊行されている様々な分野の数多くの社史の中から「古典」的名著と
いわれる社史を精選し、集録するものです。

新規タイトルが
追加されました!

電子ならではの検索機能で
資料の活用の幅もさらに
広がります！ご活用下さい！

澁澤倉庫株式会社三十年小史 . 澁澤倉庫六十年史 より

23冊揃価格 （分売可）
同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥745,800

¥1,235,850

1031460204

詳細は次頁をご覧ください。
● 表示価格は税抜きです。
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日本楽器製造株式会社の現況
山葉寅楠翁 . 山葉の繁り より

澁澤倉庫株式会社三十年小史
澁澤倉庫六十年史 より

住友銀行三十年史 より

東京石川島造船所五十年史 より

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

立業貿易録 (三菱商事) 上下 （第34-35巻） （※分売不可）

三菱商事株式会社

2009

9784843332108

¥62,700

¥125,400 1031460197

日石五十年(日本石油) （第38巻）

日本石油株式会社

2009

9784843332122

¥8,250

¥16,500 1031460198

東京石川島造船所五十年史 （第39巻）

東京石川島造船所

2009

9784843332801

¥26,400

¥52,800 1031460199

澁澤倉庫株式会社三十年小史 . 澁澤倉庫六十年史
（第40巻）

澁澤倉庫株式会社/
澁澤倉庫六十年史編纂
委員会

2009

9784843332818

¥52,800

¥105,600 1031460200

住友銀行三十年史 （第42巻）

住友銀行

2009

9784843332832

¥21,450

¥42,900 1031460201

明治火災保険株式会社五十年史 （第43巻）

明治火災海上保険
株式会社

2009

9784843332849

¥42,900

¥85,800 1031460202

日本楽器製造株式会社の現況 . 山葉寅楠翁 . 山葉の繁り
（第53巻）

日本楽器製造

2011

9784843336069

¥19,800

¥39,600 1031460203

東京電気株式会社五十年史 （第2巻）

東京電気株式会社

1997

9784897142920

¥34,100

¥51,150 1028515332

倉敷紡績株式会社回顧六十五年 （第9巻）

倉敷紡績株式会社
社史編纂委員

1998

9784897142999

¥34,100

¥51,150 1028515333

内外綿株式会社五十年史 （第18巻）

内外綿株式會社

1999

9784897148229

¥34,100

¥51,150 1028515334

京都織物株式会社五十年史 （第19巻）

京都織物株式会社

1999

9784897148236

¥34,100

¥51,150 1028515335

宝田二十五年史 （第20巻）

寶田石油株式會社
臨時編纂部

1999

9784897148243

¥34,100

¥51,150 1028515336

大阪電灯株式会社沿革史 （第21巻）

萩原 古壽

1999

9784897148250

¥34,100

¥51,150 1028515337

大同電力株式会社沿革史 （第22巻）

大同電力社史編纂
事務所

1999

9784897148267

¥34,100

¥51,150 1028515338

東京瓦斯五十年史 （第23巻）

東京ガス株式会社

1999

9784897148274

¥34,100

¥51,150 1028515339

藤本ビルブローカー証券株式会社三十年史 （第24巻）

藤本ビルブローカー
證券株式會社

1999

9784897148281

¥34,100

¥51,150 1028515340

明治生命五十年史 : 付明治生命四十周年記念 （第25巻）

明治生命保険相互
会社

1999

9784897148298

¥34,100

¥51,150 1028515341

郡是製絲六十年史 （第27巻）

郡是製絲株式会社
社史編纂委員会

2000

9784843302422

¥34,100

¥51,150 1028515342

大日本人造肥料株式会社五十年史 （第29巻）

山下 三郎

2000

9784843302446

¥34,100

¥51,150 1028515343

建業回顧 : 三菱電機株式会社社史満30周年記念出版
（第33巻）

三菱電機株式会社
社史編集委員会

2000

9784843302484

¥34,100

¥51,150 1028515344

トヨタ自動車20年史 上 （第36巻）

トヨタ自動車工業株式会
社社史編集委員会

2009

9784843332115

¥34,100

¥51,150 1028515345

トヨタ自動車20年史 下 （第37巻）

トヨタ自動車工業株式会
社社史編集委員会

2009

9784843332115

¥34,100

¥51,150 1028515346

● 表示価格は税抜きです。
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社史で見る日本経済史（植民地編）
●戦前の日本経済史研究、また在留邦人の実態を具体的に知る上で欠かせない基本
資料。戦前の主要植民地企業の社史をはじめて網羅的に集成。
［監修］波形昭一（台湾担当）／木村健二（朝鮮担当）／須永徳武（満洲担当）
●好評『社史で見る日本経済史』シリーズの第三弾。戦前の日本経済史を研究する
上で欠かせない、植民地に展開した企業・会社の社史を集成。
●高い実証性と資料的価値を備えた社史を、台湾・朝鮮・満洲経済史の第一線の研
究者がセレクト。幅広い視野でまだ復刻がなされていない、入手困難な社史を収録。
●すべての巻に監修者による詳細な解説付き。
●現在では韓国・台湾でしか見られない社史も収録。
●当時の歴史背景や企業のあった国・土地などの周辺情報も満載。

35巻（36冊）揃価格
（第11巻が分冊（上・下）の為）

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥1,045,000

¥1,567,499

詳細は次頁をご覧ください。

● 表示価格は税抜きです。
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社史で見る日本経済史（植民地編）
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

台湾商工銀行誌 ; 台湾商工銀行十年誌 ; 台湾商工銀行現況おしらせ （第1巻）

台湾商工銀行

2001

9784843304174

¥29,854

¥44,781

1024721139

京城日報社誌 ; 朝鮮郵船株式会社二十五年史 ; 朝鮮米穀倉庫株式会社 （第2巻）

京城日報社

2001

9784843304181

¥29,854

¥44,781

1024721140

朝鮮運送株式会社十年史 （第3巻）

朝鮮運送株式會社

2001

9784843304198

¥29,854

¥44,781

1024721141

満洲市場株式会社二十年史 （第4巻）

滿洲市場株式會社

2001

9784843304204

¥29,854

¥44,781

1024721142

満洲中央銀行十年史 （第5巻）

滿洲中央銀行

2001

9784843304211

¥29,854

¥44,781

1024721143

台湾倉庫株式会社二十年史 （第6巻）

台湾倉庫株式会社

2002

9784843305706

¥29,854

¥44,781

1024721144

裏南洋開拓ト南洋興発株式会社 ; 南洋開拓拾年誌 ; 南洋開拓と南洋興発株式会社の現
南洋興発株式会社
況 （第7巻）

2002

9784843305713

¥29,854

¥44,781

1024721145

(朝鮮興業株式会社)既往十五年事業概説 ; 朝鮮興業株式会社二十五年誌 ; 朝鮮興業株
朝鮮興業株式会社
式会社三十周年記念誌 （第8巻）

2002

9784843305720

¥29,854

¥44,781

1024721146

朝鮮勧農株式会社々誌 ; 朝鮮勧農信託株式会社増資改造趣意書増資改造目論見書営
業収支予算書定款 ; 朝鮮土地改良株式会社誌 ; 朝鮮開拓株式会社沿革 ; (羅津雄基土 朝鮮勧農株式会社
地興業株式会社)営業案内 （第9巻）

2002

9784843305737

¥29,854

¥44,781

1024721147

東亜煙草株式会社小史 ; 朝鮮煙草元売捌株式会社誌 （第10巻）

東亞煙草株式會社

2002

9784843305744

¥29,854

¥44,781

1024721148

株式会社立石商店廿五年沿革史 （第11巻上）

立石商店

2002

9784843305751

¥14,927

¥22,390

1024721149

丁子屋小史 （第11巻下）

丁子屋商店

2002

9784843305751

¥14,927

¥22,390

1024721150

鴨緑江林業誌 （第12巻）

鴨緑江採木公司

2002

9784843305768

¥29,854

¥44,781

1024721151

鞍山製鉄所事業概観 （第13巻）

鞍山製鉄所

2002

9784843305775

¥29,854

¥44,781

1024721152

満洲電線株式会社開業五周年 （第14巻）

満洲電線株式会社記念社
史編纂委員會

2002

9784843305782

¥29,854

¥44,781

1024721153

鮮満拓殖株式会社満鮮拓植株式会社五年史 （第15巻）

高見 成

2002

9784843305799

¥29,854

¥44,781

1024721154

新高略史 ; 昭和製糖株式会社十年誌 （第16巻）

西原 雄次郎

2003

9784843309896

¥29,854

¥44,781

1024721155

京城電気株式会社二十年沿革史 ; 伸び行く京城電気 ; 開城電気株式会社沿革史 （第17巻）

京城電気株式会社

2003

9784843309902

¥29,854

¥44,781

1024721156

平壌電気府営誌 ; 新義州電気株式会社二十五年史 （第18巻）

阿部 薫

2003

9784843309919

¥29,854

¥44,781

1024721157

咸南合同電気株式会社沿革史 ; 江界水力電気株式会社沿革史 （第19巻）

阿部 薫

2003

9784843309926

¥29,854

¥44,781

1024721158

撫順炭坑 （第20巻）

南満州鉄道株式会社撫順炭坑

2003

9784843309933

¥29,854

¥44,781

1024721159

大連汽船株式会社二十年略史 （第21巻）

大連汽船株式會社

2003

9784843309940

¥29,854

¥44,781

1024721160

国際運輸株式会社二十年史 （第22巻）

國際運輸株式会社

2003

9784843309957

¥29,854

¥44,781

1024721161

大田電気株式会社沿革史 ; 朝鮮瓦斯電気株式会社発達史 （第23巻）

大田電氣株式會社

2004

9784843314449

¥29,854

¥44,781

1024721162

大興電気株式会社発達史 ; 大興電気株式会社沿革史 （第24巻）

椿 猪之助

2004

9784843314456

¥29,854

¥44,781

1024721163

2004

9784843314463

¥29,854

¥44,781

1024721164

2004

9784843314470

¥29,854

¥44,781

1024721165

2004

9784843314487

¥29,854

¥44,781

1024721166

株式会社朝鮮商業銀行沿革史 ; 朝鮮信託株式会社十年史 ; (共濟無盡株式会社)創業弐
拾週年を迎へて ; 釜山無盡株式会社二十年史 （第25巻）

-

株式会社仁川米豆取引所沿革 ; 株式会社京城株式現物取引市場沿革誌 : 附業績一覧 ;
秋山 滿夫
(釜山米穀取引所)新興の釜山米界 : 米取謎の卅年史 ; 朝鮮取引所史 （第26巻）
朝鮮棉業株式会社沿革史 ; 朝鮮棉花株式会社三十年史 ; (朝鮮油脂株式会社)事業概
要 ; (龍山工作株式会社)営業案内他 （第27巻）

-

満洲興業銀行誌 ; 満洲興業銀行実務誌 （第28巻）

谷田部 時次

2004

9784843314494

¥29,854

¥44,781

1024721167

満業並在満関係会社事業概要 ; 満業ノ概要 ; 大陸に雄飛する満業と関係諸会社之全
貌 ; 満洲重工業資源開発の現状 （第29巻）

長谷川 泰敏

2004

9784843314500

¥29,854

¥44,781

1024721168

東亜勧業株式会社拾年史 （第30巻）

東亞勸業

2004

9784843314517

¥29,854

¥44,781

1024721169

2004

9784843314524

¥29,854

¥44,781

1024721170

東亜旅行社満洲支部十五年誌 （第31巻）

-

2004

9784843314531

¥29,854

¥44,781

1024721171

大連取引所信託株式会社略史 ; 満洲生活必需品株式会社概要(康徳七・八年) ; 日満商
岩村 卯吉
事株式会社概要 ; 電電の十年 （第33巻）

2004

9784843314548

¥29,854

¥44,781

1024721172

台湾日日三十年史 ―附臺灣の言論界―（第34巻）

2004

9784843314555

¥29,854

¥44,781

1024721173

2004

9784843314562

¥29,964

¥44,946

1024721174

原田商事四十年史 （第32巻）

(基隆軽鉄株式会社)創業二十年史 ; 台湾畜産株式会社十・二十周年誌 （第35巻）

原田商事四十年史刊行會

臺灣日日新報社
-

● 表示価格は税抜きです。
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社史で見る日本のモノづくり
本書は「モノ」づくりに焦点を絞り、明治・大正・昭和と
「モノ」づくりで生き抜いて来た企業の社史を厳選して
お送りいたします。

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥255,200

¥382,800

全8巻 揃価格

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

味の素沿革史 （1）

味の素株式会社

2003 9784843310533

¥31,900

¥47,850 1024721175

明星食品30年の歩み ―めんづくり味づくり―（2）

明星食品株式会社

2003 9784843310540

¥31,900

¥47,850 1024721176

野田醤油株式会社二十年史 （3）

野田醤油株式会社

2003 9784843310557

¥31,900

¥47,850 1024721177

神鋼三十年史 （4）

神戸製鋼所

2003 9784843310564

¥31,900

¥47,850 1024721178

松下電器産業株式会社創業三十五年史 （5）

松下電器産業株式会社 2003

9784843310571

¥31,900

¥47,850 1024721179

川崎造船所四十年史 （6）

川崎造船所

2003 9784843310588

¥31,900

¥47,850 1024721180

日本鋼管株式会社三十年史 （7）

小島 精一

2003 9784843310595

¥31,900

¥47,850 1024721181

2003 9784843310601

¥31,900

¥47,850 1024721182

大日本印刷株式会社史 ―七十五年の歩み―（8） 大日本印刷株式会社
● 表示価格は税抜きです。
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動画版

日本近代文学から代表的20作品を選び、映画
やアニメでストーリーを紹介し、出演者がその作
品の背景・作者をわかりやすく解説。１作品約
10分～20分で完結。授業にも最適です。

全
5
巻
カノックス ほか 制作/2010年 発行
冊子版ISBN：9784843333327

【特 色】
●20作品を厳選、授業にも最適な映像教材
近代日本文学の中でも特に人気の高い20作品を選びました。１作品約10分～20分で完結。授業にも
最適な映像教材です。
●原作を彷彿とさせるストーリー展開
作品それぞれの特色を生かした、これを見ると原作が読みたくなるようなドラマやアニメで各作品を分
かりやすく構成。作品だけではなく、作家のプロフィールや作品の背景についても解説します。
●原作を読み始めるきっかけに
収録作品は全てお読みですか？ 未読の作品を読み始めるきっかけともなるビジュアル読書案内にも
最適です。図書館や教室ではもちろん、ご家庭でも楽しんでいただきたい、小さな小さな日本文学全集
です。

全5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

¥99,000

¥148,500

1028499610

詳細は次頁をご覧ください。

● 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。
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各巻 分売価格
同時1アクセス（本体）

¥19,800

同時3アクセス（本体）

第1巻
坊っちゃん ／高瀬舟・舞姫 【動画】 （※）

冊子版ISBN

9784843333334

¥29,700
商品コード

1028499611

◆「坊っちゃん」・・・「猫」がユーモアたっぷりに紹介する「坊っちゃん」は、四国・松山の中学校に赴任した数学教師。正義漢坊っちゃんは、小ずるい教師
や悪賢い生徒たちなど、学校という欺瞞にみちた小社会に敢然と立ち向かうが、その結末やいかに……！
◆「高瀬舟」・・・京都の高瀬川を罪人を乗せて下る高瀬舟。春の夕べ、罪人喜助と同心庄兵衛が乗っていた。今までの罪人と違い、晴れやかな表情の喜
助に疑問を覚える庄兵衛。現代にも通じる「安楽死」の問題を淡々と提示した秀作。
◆「舞姫」・・・ドイツ留学時代の自身の青春の経験に基づいて書いた、エリスと豊太郎の悲恋物語。

第2巻
鼻・杜子春・羅生門／野菊の墓 ／田舎教師 【動画】 （※）

冊子版ISBN

9784843333341

商品コード

1028499612

◆「鼻」・・・禅智内供の鼻は、何とあごの下までぶら下がるほど長かった！ その鼻によって自尊心を傷つけられている内供は、どうにかして小さくしようと
試みる。そして遂にある秘術を獲得するのだが……。
◆「羅生門」・・・災害続きで荒れ果てた京の都。羅生門の棟の上に下人が上ってみると、打ち棄てられた死骸の髪の毛を抜いている老婆がいた……。人
間の生へのエゴイズムを強烈に描き切った名作。
◆「野菊の墓」・・・いとこ同士の政夫と民子は、いつしか恋愛意識を持ち合うようになるが、世間体を気にする親たちにより引き裂かれる。「民さんは野菊
のような人だ……」みずみずしい純愛をビデオでは生き生きと表現。
◆「田舎教師」・・・家庭の貧しさのため、向学心旺盛ながら、小学校の代用教員として赴任せざるを得ない主人公の林清三。ここに表現される挫折とジレ
ンマは、若い世代に訴え続ける何かを持っている。

第3巻
耳なし芳一・雪女／怪談牡丹燈籠／高野聖／たけくらべ 【動画】 （※）

冊子版ISBN

9784843333358

商品コード

1028499613

◆「耳なし芳一」「雪女」・・・八雲の短編小説集『Kwaidan（怪談）』の中から、おなじみの『耳なし芳一』と『雪女』を紹介。英語の教科書にもとりあげられて、
あまりにも有名なこの２作品。怪奇と幻想の世界へようこそ！
◆「高野聖」・・・道に迷った若い修行憎がたどり着いた一軒家。一夜の宿で知り合った若い女主人に心をときめかすが、実は…。欲深い人間の業や人間
存在の危うさを怪談仕立てで表現した傑作。
◆「たけくらべ」・・・『にごりえ』と並ぶ一葉の傑作。大黒屋の養女美登利は、竜華寺の信如や田中屋の正太郎と幼い恋をしながら大人になってゆく。人気
の高い作品。

第4巻
銀河鉄道の夜／山月記／生まれ出づる悩み／武蔵野 【動画】 （※）

冊子版ISBN

9784843333365

商品コード

1028499614

◆「銀河鉄道の夜」・・・ジョバンニとカムパネルラの銀河の旅が、美しく幻想的なタッチの絵で、紙芝居ふうに展開。カムパネルラの死という悲しい結末は、
賢治自身の永遠のテーマである「自己犠牲の幸せ」という理想郷につながっている。
◆「山月記」・・・高校教科書にとりあげられる作品としては、『こころ』に次いで２位。臆病な自尊心と、尊大な羞恥心のゆえに虎になった主人公・李徴が、
あなたにも問いかけてくる。「あなたの心にも『虎』がいますか？」
◆「生まれ出づる悩み」・・・事実に基づいて書かれ、無名の天才画家木田金次郎を世に送り出すための尽力と、芸術的情熱の激しさが描かれている。
◆「武蔵野」・・・秋から冬にかけての、東京郊外武蔵野の景物を描写した随想的作品。自然と人間との関わりを、あたたかく見つめ描いている。

第5巻
人間失格／檸檬／こころ 【動画】 （※）

冊子版ISBN

9784843333372

商品コード

1028499615

◆「人間失格」・・・人を信じることを拒否した青年・葉蔵が破滅へと歩んでいく様を自伝的に書いた『人間失格』は、今も若い読者に熱烈に支持されている。葉蔵
の心をたどる形でストーリーが展開。
◆「檸檬」・・・肺を病み、借金を抱えて町をうろつく主人公にとって、八百屋で手にした檸檬との出会いが最高の喜びだった。生への執着・生命の象徴を檸檬に
託して描いた傑作。
◆「こころ」・・・漱石後期三部作の最後に位置する傑作。「私」が先生と呼ぶ人物は、謎めいた影を背負っていた。「人間はいざという間際に、誰でも悪人になる」
そう言い切った先生は、やがて自らの「我執」から生じたある悲劇を告白する……。

● 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。
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動画版

ものがたり日本文学史
万葉集から大江健三郎まで、知ってたつもりの
文学史を再発見! 兼行、芭蕉、鴎外……
文豪が語る文学史。
カノックス ほか 制作 / 2012年 発行
冊子版ISBN：9784843337158

日本文学の各時代を代表する文学者たちが登場し、人間味あふれるドラマの中で、作家、作品、その
時代のポイントを説明します。オモシロく観て、スツキリと頭に入る、これまでにない日本文学史。
ビジュアル教材に日本文学の魅力を満載。綿々と続く文学の歩みと作家たちの鼓動が生き生きと甦
る！近年、学校の国語の授業で文学史を取り上げる時間は制限され、学生のほとんどが受験用の断
片的知識しかなく、文学史のながれを把握していないという現状があります。しかし、文学作品や作家
の本質を理解するには、外国からの影響を含めた大きなながれの中で前後関係を捕えていくことが大
切ではないでしょうか。弊社では、先生方からの御要望に応え、日本文学の通史をビデオにまとめて
みました。人物を中心に、ストーリーをもたせた展開の中で、文学史の要点をわかりやすく解説してゆ
きます。

全3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

¥59,400

¥89,100

1028499606

詳細は次頁をご覧ください。
● 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。
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各巻 分売価格
同時1アクセス（本体）

¥19,800

同時3アクセス（本体）

第1巻
上代篇・中古篇 【動画】 （※）

冊子版ISBN

9784843337165

¥29,700
商品コード

1028499607

◆「上代篇」・・・『古事記』『日本書紀』を編纂した太安万侶。そして『万葉集』の代表歌人・柿本人麻呂。この二人が二十世紀にタイムスリップ。現代の学校
の中を探検しながらかわす愉快な会話の中で、万葉の昔と現代の世相・風習の違いを浮き彫りにし、その上で文学の生成の過程から個々の作品まで、
わかりやすく説明してゆきます。特に、『万葉集』の部分では、歌聖・人麻呂をはじめ、額田王、山上億良、山部赤人ら代表歌人の作品を、当時のエピソー
ドを交じえて、鑑賞。現代人の生活感情をオーバーラップさせるなど臨場感あふれる解説を試みています。(約30分)
◆「中古篇」・・・《いつれの御時にか、女御更衣あまたさぶらひたまひけるなかに……》と、陶然と『源氏物語』を読む少女の前に、突然、天神様こと菅原道
真が現れます。実は、この少女、後に『更級日記』を書くことになる菅原孝標女。「中古篇」は、彼女の夢の中のものがたりとして語られます。かな文字の
成立、物語や日記文学の隆盛、古今和歌集の編纂、定子+紫式部サロンvs彰子+清少納言サロンなど、女性を中心に華やかに展開された貴族文学の魅
力をあますところなく伝えます。(約29分)

第2巻
中世篇・近世篇 【動画】 （※）

冊子版ISBN

9784843337172

商品コード

1028499608

◆「中世篇」・・・１３５０年。時は戦国、南北朝時代。ひがな一日、机にもたれて筆を走らせている男がひとり。実はこの人物、『徒然草』執筆中の吉田兼好
その人。そこへ、少年時代の観阿弥が訪れ、中世文学について教えを乞う、というところから「中世篇」のものがたりは始まります。美少年・観阿弥と、もの
知りで、気さくな老紳士・兼好法師の間にかわされるユニークな問答を軸に、無常感、幽玄といった理念をふまえて、『平家物語』『新古今和歌集』『方丈
記』『徒然草』などの作品の鑑賞を試み、中世文学をかたります。(約30分)
◆「近世篇」・・・近世篇江戸時代の街並を保存したテーマパークに来た少女まゆみの前に、夢か現か、元録の三大文豪・井原西鶴、近松門左衛門、松尾
芭蕉が登場。なぜか江戸時代の町娘となっているまゆみを相手に、それぞれ、草子もの、戯作、俳譜を中心にして、江戸期の文学をわかりやすく説明しま
す。……と、気がつけば、やはり、現代のテーマパーク。「なんだ、夢か」と帰ろうとするまゆみを引き止めるのは「こらこら、まだ、国学が残ってますそ」。
(約29分)

第3巻

冊子版ISBN

近代篇Ⅰ・近代篇Ⅱ・現代篇 【動画】 （※）

9784843337189

商品コード

1028499609

◆「近代篇Ⅰ」・・・明治五年十二月二日。その翌日は明治六年一月一日……！？ 明治政府は太陽暦を採用。この時期日本には急速な欧化目近代化
の嵐が吹いていた。この欧化の波を受け、数多くの翻訳がなされ、やがて《写実主義》が提唱されるあたりから、日本の近代文学は始まります。案内役は、
二葉亭四迷と森鴎外。何もない野原に突然出現する畳にそれぞれの主義主張を代表する人物が鎮座。この各文学派を表す畳を使って、一見複雑にみえ
る近代文学を整理します。また、当時の文学雑誌や初版本が実物で登場するため、教科書よりも強いインパクトで生徒さんの知的好奇心を刺激すること
でしょう。(約23分)
◆「近代篇Ⅱ」・・・何もない野原の上に、畳で作られた文壇の見取図が広がっています。そう、これは、「近代篇Ⅰ」で出来上ったものです。続きの畳を置
いてみましょう。この巻は、自然主義と反自然主義各派の相克という構図で展開していきます。案内役は、前回にひき続き、森鴎外と二葉亭四迷。そして
後半、宮沢賢治へ引き継ぎます。大逆事件(明治四十三年)、関東大震災（大正十二年）などの歴史的大事件と文壇の変化を関連づけ、文学史の流れを
つかみ易いよう配慮いたしました。このようなかたちで時代背景がわかると、作家や作品の特質も頭に入りやすいと思います。(約23分)
◆「現代篇」・・・その天の川の水を、見きわめようとしましたが、はじめはどうしてもそれが、はっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけていると、
そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとおって……、 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の一部です。『ものがたり日本文学史』最終巻は賢治が、そ
の透きとおった眼で、日本文学の大河を案内します。革命の文学であるプロレタリア文学と、文学の革命を目指した新感覚派の二項対立から始まり、第
二次世界大戦をへて、無頼派、戦後派、第三の新人、そして、文壇の組織性がなくなり、大江健三郎をはじめ、みな個人的な文学活動へと移ってゆくまで。
野原に広がった文壇見取図はいよいよ完成です。(約24分)

● 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。

13

マンガ研究
Japan Society for Studies in Cartoons and Comic

マンガ研究 vol.26
マンガ研究の深化・拡大を目指す日本マンガ学会の会誌。
世界的に注目の高まる「マンガ」について、最新の研究成果を掲載。
年1回春発行予定。

私たちにとってマンガとは、
かつて、何であったのか、いま、何であるのか、
そしてこれから、何でありうるのか。
こうした問いを、自分のものとして持つ人が、
互いの考えを知り、自らの考えをより豊かなものとして
いく場を作ること。マンガとそれにまつわる事柄に、
何らかの関わりを持つ多くの方々の
ご参加をいただき、アカデミズムの新しいあり
ようを模索するものでもあるこの試みに、
取り組んでいきたいと考えます。
（日本マンガ学会 設立趣意書より抜粋）

【収録内容】（一部抜粋）
●研究論文
戦前・戦中期の『少年倶楽部』における孤児の物語―海外児童文学の受容
から田河水泡「のらくろ」へ―（森下 達） ほか
●報告
『新寳島』の発行部数と版の異同について（菅 佐知夫）
●レビュー
清水勲・猪俣紀子 著『日本の漫画本300年「鳥羽絵」本からコミック本まで』
（竹内オサム）
森田直子『「ストーリー漫画の父」テプフェール 笑いと物語を運ぶメディアの
原点』（鶴田裕貴） ほか
日本マンガ学会 第19回大会
●シンポジウム 時代を超える「時代劇」
第1部 「歴史編」 川崎のぼる／みなもと太郎／成瀬正祐／橋本 博
司会 宮本大人
第2部 「現在編」 みなもと太郎／崗田屋愉一（岡田屋鉄蔵）／大柿ロクロウ
司会 吉村和真
● 研究発表タイトル・発表者一覧
研究発表（口頭発表）／ポスター発表

日本マンガ学会 編

同時1アクセス(本体)：¥3,960

2020年発行

同時3アクセス(本体)：¥5,940

冊子版ISBN：9784843356920

商品コード：1031629253

● 表示価格は税抜きです。
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新規配信タイトル
日本戦前映画論集
―映画理論の再発見―
著編者名

アーロン・ジェロー

同時1アクセス
（本体）

¥10,560

同時3アクセス
（本体）

¥21,120

冊子版ISBN

9784843353653

発行年

2018

商品コード

1030893463

日本の重要な「映画理論」を 初めて体系的に編纂・翻刻。映画関係者必携のレファレンス。批評、評論、エッ
セイ等々、さまざまな言説をテーマ別に集成。 不在とされてきた戦前「映画理論」の全容を初めて体系的に構
築する。精選された論文・記事を通して、気鋭研究者が日本の「映画理論」を再検討します。各論文に解題や
註を附すほか、各章テーマごとの解説、参考文献等も収録。

通訳酬酢
（近世日朝交流史料叢書 1）
著編者名

小田 幾五郎

同時1アクセス
（本体）

¥12,760

同時3アクセス
（本体）

¥25,520

冊子版ISBN

9784843351673

発行年

2017

商品コード

1030893464

本書は、朝鮮外交を担った朝鮮側の訳官と対馬の通詞の問答集。内容は、外交、歴史、地理、政治、経済、
制度、産業、交通、情報、宗教、思想、教育、文学、美術、音楽、食物、自然、怪奇現象等々、さらに為政者か
ら庶民階級にいたる人々の行動や考え方、礼儀作法に迄及ぶ。原文編を翻刻し、解読編も併記し、さらに詳
細な解説、註及び索引を附す。日朝外交の第一線にいる通訳官同士の本音が伝わる一級史料です。

一九三九年の在日朝鮮人観
著編者名

木村 健二

同時1アクセス
（本体）

¥6,160

同時3アクセス
（本体）

¥12,320

冊子版ISBN

9784843352984

発行年

2017

商品コード

1030893465

本書は、1939年末に確立する協和会体制に関連して、主として山口県や福岡県において、どのような在日朝鮮
人観があったのかを、当局の政策・座談会・融和団体やジャーナリズム及びそこでの位置づけを中心に検討し明
らかにすることを課題とする。それを通して、敗戦以降今日に至る日本人の在日朝鮮人観にどのような影響を与
えたかを展望する一助としたい。1939年の山口県や福岡県を中心に、在日朝鮮人が如何に生きたか、そして日
本人の在日朝鮮人観がどうであったかを検討し、現代につながる大きな歴史の流れを展望する。

植民地期台湾の銀行家・木村匡
著編者名

波形 昭一

同時1アクセス
（本体）

¥6,160

同時3アクセス
（本体）

¥12,320

冊子版ISBN

9784843351116

発行年

2017

商品コード

1030893466

幕末に生まれ戦中期まで生きた、一人の植民地銀行家を通して、植民地時代の台湾経済史の実態を詳細に
分析。本書は、「植民地銀行家」というキーワードに導かれ、経済史家としての著者の目から木村匡の銀行家
としての実績を詳細に分析するとともに、帰郷後の生き方までを射程に入れて描いた、一個人の生涯に寄り
添った一大伝記である。 そして、その生涯を描くことにより著者は一つの日本近代史を描いた。
● 表示価格は税抜きです。
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戦前期『サンデー毎日』総目次 上中下セット
山川 恭子 著
社会、経済、家庭生活、文藝、映画演劇、スポーツ、
パズル……そして戦時体制。昭和戦前期の社会
の諸相と人々の関心の在り所を示す週刊誌の膨
大な情報を検索するための総目次、および執筆者
索引。創刊号（大正11年4月）から、昭和20年8月
12日号までを収録。

全3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

¥165,000

¥247,500

1013956096

書名

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

発行年

冊子版ISBN

商品コード

戦前期『サンデー毎日』総目次 （書誌書目シリーズ 上巻）

2007

9784843341537

¥55,000

¥82,500 1013956097

戦前期『サンデー毎日』総目次 （書誌書目シリーズ 中巻）

2007

9784843341544

¥55,000

¥82,500 1013956098

戦前期『サンデー毎日』総目次 （書誌書目シリーズ 下巻）

2007

9784843341551

¥55,000

¥82,500 1013956099

戦前期『週刊朝日』総目次 上中下セット
山川 恭子 著
大正デモクラシーと都市中産階級の増加を背景に、本
格的に出発した週刊誌というメディアの先駆けである
『週刊朝日』の総目次。創刊号（大正11年2月25日号）
から終戦の昭和20年8月26日号までを収録。 大正デモ
クラシー、昭和初期のモダニズム、そして戦争へとなだ
れていく時代の姿を政治、社会、経済、文化、娯楽、生
活といった多様な記事のタイトルを見ることで把握する
ことができる。

全3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

¥165,000

¥247,500

1013956107

書名

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

発行年

冊子版ISBN

戦前期『週刊朝日』総目次 （書誌書目シリーズ 上巻）

2006

9784843341490

¥55,000

¥82,500 1013956108

戦前期『週刊朝日』総目次 （書誌書目シリーズ 中巻）

2006

9784843341506

¥55,000

¥82,500 1013956109

戦前期『週刊朝日』総目次 （書誌書目シリーズ 下巻）

2006

9784843341513

¥55,000

¥82,500 1013956110

● 表示価格は税抜きです。
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商品コード

『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 上中下セット
黒古 一夫 著
『少年倶楽部』総目次（創刊号～第19巻第
12号：大正3年11月～昭和7年12月）

全3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

¥165,000

¥247,500

1013956100

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

書名

発行年

冊子版ISBN

商品コード

『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 （書誌書目シリーズ 上巻）

2008

9784843341575

¥55,000

¥82,500 1013956101

『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 （書誌書目シリーズ 中巻）

2008

9784843341582

¥55,000

¥82,500 1013956102

『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 （書誌書目シリーズ 下巻）

2008

9784843341599

¥55,000

¥82,500 1013956103

『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 上下セット
黒古 一夫 著
1923（大正12）年１月創刊、1962（昭和37）
年12月まで、大日本雄弁会講談社、講談
社によって発行された月刊少女雑誌『少
女倶楽部』『少女クラブ』の総目次。執筆
者索引と解説を付す。

全2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

¥110,000

¥165,000

1013956104

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

書名

発行年

冊子版ISBN

『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 （書誌書目シリーズ 上巻）

2010

9784843341612

¥55,000

¥82,500 1013956105

『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 （書誌書目シリーズ 下巻）

2010

9784843341629

¥55,000

¥82,500 1013956106

● 表示価格は税抜きです。
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商品コード

ゆまに書房 電子学術書 シリーズ <第一期>

全9巻 セット特価

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥34,650

¥46,827

1015299850

書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）

商品コード

マッカーサーと戦った日本軍
―ニューギニア戦の記録―

田中 宏巳

2009

9784843332290

¥4,950

¥6,435 1015299841

野上弥生子とその時代

狩野 美智子

2009

9784843330623

¥4,950

¥6,435 1015299842

クーデターとタイ政治 ―日本大使の1035日―

小林 秀明

2010

9784843333396

¥2,200

¥2,860 1015299843

サムライ異文化交渉史

御手洗 昭治

2007

9784843322994

¥2,640

¥3,432 1015299844

幕末維新の文人と志士たち

徳田 武

2008

9784843328309

¥4,950

¥6,435 1015299845

網野史学の越え方 ―新しい歴史像を求めて―

小路田 泰直

2003

9784843309186

¥2,090

¥2,717 1015299846

あるジャーナリストの敗戦日記 ―1945-1946―

森 正蔵

2005

9784843318294

¥3,850

¥5,005 1015299847

パロールの復権
―ロシア・フォルマリズムからプラーグ言語美学へ―

山口 巖

1999

9784897146829

¥9,900

¥14,850 1015299848

宰相たちのデッサン
―幻の伝記で読む日本のリーダー―

御厨 貴

2007

9784843323816

¥2,970

¥3,861 1015299849

● 表示価格は税抜きです。
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抗日・排日関係史料

上海商工会議所『金曜会パンフレット』（全11巻・別巻１）
金丸 裕一（立命館大学教授） 監修・解説

昭和4年～昭和14年、上海を中心とした「排日」活動の実態。
現代にも通じる「排日」の構造を考える貴重資料が電子化！

第1号[1929(昭和4)年]～第225号[1939(昭和14)年]
を臨時号を含め、全号網羅。

全11巻・別冊1巻 揃価格

¥435,600
同時3アクセス（本体）
¥653,400
商品コード
1016470582
同時1アクセス（本体）

※分売価格は次項をご覧ください。

1928年6月に上海日本商工会議所が中心となって結成された団体「金曜会」。当時、上海では「排日」が激化する中、
商工会議所と各業種の組合、三井・三菱の代表が集まり、情勢検討や対策会議を毎週金曜日に開催したことが由来である。
その後、かなり広範囲の日本企業がこの会に関わり「排日」を主軸とした印刷物としては大変貴重で特異な史料である。
【本書の特色】
 現代にも通じる「排日」の構造を考える重要な基本史料。
 1929年から十有余年の長きにわたって、「排日」を主軸に刊行された印刷物としては、たいへん貴重なものである（第一
次上海事変前から占領期まで）。
 具体的には、上海を中心とした、「排日」活動の実態、日本の損失、国民政府の政策とその批判等が伺われる。
 丹念に見ていくと、経済関係のみではなく、1930年代における中国側の民族運動を日本がどのように認識し対応してい
たのかが読みとれる、重要史料であることが分かる。
 史料残存の特徴としては、大学図書館での所蔵が少なく、いくつかの旧高商系の大学を中心に所蔵が確認されるのみと
いう稀少文献を今回すべて網羅して復刻する。
 別巻に詳細な総目録と解説を付す。
時は流れて二十一世紀。かつてのランドマークだったビルディングは、奇妙な外観の建造物によって包囲され、最早その役目を終えたかに思える。二
十一世紀新上海はまた、数多くの在留邦人が生活・活躍する都市にもなった。そして二〇〇五年春、かの地の新「日本租界」を舞台に、ついに激烈な
る反日・排日の騒動が勃発してしまう。しかも、その事由は「歴史認識」に求められたのであった。歴史はまたしても繰り返すのであろうか？
かかる現状下、復刻の第一の意義は、日本側による中国認識の足跡が容易に再検討できるようになった点に所在する。『金曜会パンフレット』は、一
九二八年六月二十六日に、上海日本商工会議所が中心となり、在華紡績同業会・上海日本綿布同業会・上海工業同志会・三井物産・三菱商事など、
十二団体の代表が集合して結成された組織が発行した機関誌であり、第二次山東出兵を直近の原因として頻発した「排日」と「反日」機運についての
分析・検討が誌面の大半を占めていた。上海においては、歴代の商工団体がいくつかの定期・不定期刊行物を発行していたが、特異なテーマを主軸
に、一九二九年一月から一九三九年五月まで、合計二二五号にわたって発行されたという点において、極めて注目されるべき二次史料といえるだろう。
われわれは現在、「排日」や「反日」の原因について記す、多くの中国語史料を目にすることが可能となっている。これらのデータと、日本側の「反日」認
識をトレースすることによって、戦前・戦時期の日中摩擦をめぐる構図は、かなりの程度あかされるのではないだろうか。
第二に、当該時期の上海と中国を語る、系統だった日本語史料としての価値も指摘しなければならない。前述の通り、『金曜会パンフレット』における
言説の是非を判断する素材を、比較的簡単に得られるようになったいま、ここに記録された諸々の内容が、批判的に「読まれる」条件は整備されている。
新たな史実が発見され、歴史の細部が復元されるための絶好の素材は、このシリーズの随所に散在しているのである。邦語史料を外国史研究に運用
することが、日本を舞台に研究を展開する私たちにとって、大きな課題であることはいうまでもない。
現在、全国各地の図書館に分散して保管されるこの史料が、十一分冊として集大成されんとしている。旧来は一四一号までしか整理されていなかっ
た目録も、完璧に再現された。ゆまに書房による今次の復刻を契機に、多くの中国史・日本史・アジア史研究者によって、記事群が本格的に活用される
ことを祈ってやまない。
「刊行のことば」（金丸裕一）より抜粋
詳細は次頁をご覧ください。
● 表示価格は税抜きです。
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抗日・排日関係史料

上海商工会議所『金曜会パンフレット』（全11巻・別巻１）

全11巻・別冊1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

¥435,600

¥653,400

1016470582

同時1アクセス
（本体）

同時3アクセス
（本体）

巻数

年代・内容

発行年

冊子版ISBN

第1巻

1929年

2005

-

¥36,300

¥54,450

1016470567

第2巻

1930年

2005

-

¥36,300

¥54,450

1016470569

第3巻

1931年

2005

-

¥36,300

¥54,450

1016470570

第4巻

1932年

2005

-

¥36,300

¥54,450

1016470571

第5巻

1933年

2005

-

¥36,300

¥54,450

1016470573

第6巻

1934年

2007

-

¥36,300

¥54,450

1016470574

第7巻

1935年

2007

-

¥36,300

¥54,450

1016470575

第8巻

1936年

2007

-

¥36,300

¥54,450

1016470576

第9巻

1937年

2007

-

¥36,300

¥54,450

1016470577

第10巻

1938年

2007

-

¥36,300

¥54,450

1016470578

第11巻

1939年

2007

-

¥36,300

¥54,450

1016470579

別巻

総目次・索引・解説

2007

9784843320631

¥36,300

¥54,450

1016470581

● 表示価格は税抜きです。
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商品コード

アジア研究関連タイトル
血の報復
―「在満」中国人作家短篇集―
著編者名 王 秋蛍

同時1アクセス（本体）

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥7,150

冊子版ISBN

9784843350317

発行年

2016

商品コード 1022312430

「満洲国」時代に書かれた、中国人作家たちの短篇集。山村社会の最底辺に生きる、救われぬ労働者の生活を活写した
「ユスラウメの花」をはじめ全11篇と、掌篇3篇を収録。機関誌『植民地文化研究』掲載を書籍化。

西崖中国旅行日記
著編者名 大村 西崖

同時1アクセス（本体）

¥12,760

同時3アクセス（本体）

¥16,588

冊子版ISBN

9784843349816

発行年

2016

商品コード 1022312434

東洋美術史学の発展に大きく寄与した学者大村西崖が遺した日中文化交流の記録を初めて公刊。

将軍遠藤三郎とアジア太平洋戦争
著編者名 吉田 曠二

同時1アクセス（本体）

¥17,600

同時3アクセス（本体）

¥22,880

冊子版ISBN

9784843347317

発行年

2015

商品コード 1022312432

1941〜42年のマレー、シンガポール、ジャワ作戦を経て凱旋し、智将と呼ばれた遠藤三郎。戦後、彼はなぜ思想を180度
変革し、非戦平和の論客となったのか。その謎を日々綴られた日記から解き明かす。折り込み地図付き。

台湾植民地史の研究
著編者名 檜山 幸夫

同時1アクセス（本体）

¥8,360

同時3アクセス（本体）

¥10,868

冊子版ISBN

9784843347638

発行年

2015

商品コード 1022312435

台湾総督府文書を用いた、台湾史位置づけの新たな試み。「植民地」台湾の歴史を新たに位置づける最新の研究成果。

帝国日本と植民地大学
著編者名 酒井 哲哉

同時1アクセス（本体）

¥26,400

同時3アクセス（本体）

¥34,320

冊子版ISBN

9784843344569

発行年

2014

商品コード 1022312431

京城帝国大学と台北帝国大学を中心とする日本の植民地大学の制度と理念、学知と機能、そして遺産と外縁を、学際
的視点から解明する。また、琉球大学など関連する事例との比較史的視点も重視する。

近代日本の地方統治と「島嶼」
著編者名 高江洲 昌哉

同時1アクセス（本体）

¥14,520

同時3アクセス（本体）

¥18,876

冊子版ISBN

9784843333242

発行年

2009

商品コード 1022312436

「島嶼」という特定地域を対象とする地方制度特例に関する諸課題を分析し、均質性が強調されがちな国民国家の形成
期の日本において、序列的支配の構図が存在したことを明らかにする。
● 表示価格は税抜きです。
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日本近代音楽館所蔵『現代音楽大観』(1927/昭和2年)を復刻。
増補版の増補部分も付載！

昭和前期音楽家総覧―『現代音楽大観』―
全3巻

2008年 発行

倉田 喜弘（芸能誌研究所所長・近代日本芸能史研究家） 監修・解説
林 淑 姫 （日本近代音楽館主任司書） 解題
昭和初年当時の、専門家1600余名、関係者及び愛好家160余名の略伝と活動状況を収載。
更に巻頭に当時の音楽界の状況を詳述。音楽史のみならず、広く文化史などの研究に有益な史料。
 昭和初年に於ける邦楽・洋楽の現状解説につづき、本書の主要部分、当時の和洋音楽関係者の人名録を約八〇〇頁にわたって収
録。専門家一、六〇〇余名、関係者及び愛好家一六〇余名の略伝と活動状況を収載。音楽史のみならず、広く文化史などの研究に
有益な史料でもある。
 それぞれ、経歴、流派、系統、芸風を詳述、その多くには肖像写真が付されている。
 名鑑中「関係者並愛好家」には、政財界人、華族、文化人が名を連ねており、その人物の意外な側面を知ることが出来る。例えば、頭
山満（筑前琵琶）、徳川家達（能楽）、大倉喜八郎（一中節）、嘉納治五郎（説教節）、安田善次郎（能楽）、西園寺公望（小唄）、清浦奎
吾（能楽）、三井八郎右衛門（能楽）など。
 本書には一九二九（昭和四）年刊行の増補版があり、その増補部分を本復刻版巻末の収録。

全3巻 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

（分売不可）

¥165,000

¥247,500

1016470583

冊子版ISBN：9784843328248

《上巻》
・緒言 ・国家「君が代」の由来 ・日本音楽の系統
・日本音楽の趨勢 ・西洋音楽の発達
《中巻》
―現代音楽家総覧―
・和楽の部
雅楽／声明／礼讃舞／能楽／狂言／尺八／筝曲／
一絃琴／二絃琴／吉備楽／琵琶／義太夫節／河東節／
一中節／常盤津節／新内節／薗八節／東明節／
富本節／清元節
《下巻》
・和楽の部（承）
萩江節／説教節／長唄／歌澤／小唄／民謡／演歌／
舞踊
・関係者並愛好家
・洋楽の部
調律／製作／出版
『現代音楽大観 増補版（増補部分抜粋）』
・再版に際して ・和楽の部 増補目次
・和楽の部
能楽／尺八／筝曲／義太夫節／常盤津節
・関係者並愛好家
・洋楽の部
・解題（林淑姫） ・解説（倉田喜弘）
・掲載人物索引（五十音順）

● 表示価格は税抜きです。
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日本人の海外活動に関する歴史的調査
大蔵省管理局 編
戦後日本人の対アジア観形成の原点と植民地
統治支配の総括を記す第一級基礎史料。本書
は、アジアに対する日本の植民地支配及び侵
略に対する戦後最初の総括であり、敗戦直後の
日本がどのような認識によってアジアを捉えて
いたのかを知り得る基礎資料である。また、戦
後日本とアジアの関わりを考える上で極めて重
要かつ不可欠の史料である。

全23巻（24冊）揃価格

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥825,000

¥1,237,488

（第8巻が分冊（2冊）の為）

書名

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

発行年

冊子版ISBN

第1巻 総論

2002

9784878020155

¥34,375

¥51,562

1024721183

第2巻 朝鮮篇1

2002

9784878020162

¥34,375

¥51,562

1024721184

第3巻 朝鮮篇2

2002

9784878020179

¥34,375

¥51,562

1024721185

第4巻 朝鮮篇3

2002

9784878020186

¥34,375

¥51,562

1024721186

第5巻 朝鮮篇4

2002

9784878020193

¥34,375

¥51,562

1024721187

第6巻 台湾篇1

2002

9784878020216

¥34,375

¥51,562

1024721188

第7巻 台湾篇2

2002

9784878020223

¥34,375

¥51,562

1024721189

第8巻1 台湾篇3-1

2002

9784878020230

¥34,375

¥51,562

1024721190

第8巻2 台湾篇3-2

2002

9784878020247

¥34,375

¥51,562

1024721191

第9巻 台湾篇4

2002

9784878020254

¥34,375

¥51,562

1024721192

第10巻 台湾篇5

2002

9784878020261

¥34,375

¥51,562

1024721193

第11巻 樺太篇

2002

9784878020285

¥34,375

¥51,562

1024721194

第12巻 南洋群島篇

2002

9784878020292

¥34,375

¥51,562

1024721195

第13巻 満州篇1

2002

9784878020308

¥34,375

¥51,562

1024721196

第14巻 満州篇2

2002

9784878020315

¥34,375

¥51,562

1024721197

第15巻 満州篇3

2002

9784878020322

¥34,375

¥51,562

1024721198

第16巻 満州篇4

2002

9784878020339

¥34,375

¥51,562

1024721199

第17巻 北支篇

2002

9784878020353

¥34,375

¥51,562

1024721200

第18巻 中南支篇

2002

9784878020360

¥34,375

¥51,562

1024721201

第19巻 海南島篇

2002

9784878020377

¥34,375

¥51,562

1024721202

第20巻 南方篇1

2002

9784878020384

¥34,375

¥51,562

1024721203

第21巻 南方篇2

2002

9784878020391

¥34,375

¥51,562

1024721204

第22巻 欧米篇

2002

9784878020414

¥34,375

¥51,562

1024721205

第23巻 総目録

2002

9784878020421

¥34,375

¥51,562

1024721206

● 表示価格は税抜きです。
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商品コード

近代欧米渡航案内記集成 全12巻

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

¥409,200

¥613,800

1028499590

全12冊 揃価格

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

西洋旅案内 . 海外出稼案内 [復刻版]（1）

福沢 諭吉

2000

9784843301241

¥34,100

¥51,150 1028499591

青年之渡米 : 最近視察 : 苦学者の天国 . 海外苦学案内 [復刻版]（2）

吉村 大次郎

2000

9784843301258

¥34,100

¥51,150 1028499592

布哇渡航案内 : 最新正確 . 最近渡米策 [復刻版]（3）

木村 芳五郎

2000

9784843301265

¥34,100

¥51,150 1028499593

最近渡米案内 . 渡米の秘訣 [復刻版]（4）

山根 吾一

2000

9784843301272

¥34,100

¥51,150 1028499594

海外渡航案内 : 立身致富 [復刻版]（5）

朝報社

2000

9784843301289

¥34,100

¥51,150 1028499595

米国旅行案内 [復刻版]（6）

上村 知清

2000

9784843301296

¥34,100

¥51,150 1028499596

欧米視察案内 [復刻版]（7）

林 富平

2000

9784843301302

¥34,100

¥51,150 1028499597

欧州旅行案内 [復刻版]（8）

上村 知清

2000

9784843301319

¥34,100

¥51,150 1028499598

千五百円三ヶ月間欧米見物案内 [復刻版]（9）

瀧本 二郎

2000

9784843301326

¥34,100

¥51,150 1028499599

米国旅行案内 [復刻版]（10）

瀧本 二郎

2000

9784843301333

¥34,100

¥51,150 1028499600

欧米大学生活 [復刻版]（11）

馬郡 健次郎

2000

9784843301340

¥34,100

¥51,150 1028499601

欧羅巴案内 [復刻版]（12）

馬郡 健次郎

2000

9784843301357

¥34,100

¥51,150 1028499602

年表で見るモノの歴史事典 全２巻
全2冊 揃価格
同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥68,200

¥102,300

冊子版ISBN：9784897140070 商品コード：1028499603
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

年表で見るモノの歴史事典 上

ゆまに書房編集部

1995

9784897140056

¥34,100

¥51,150

1028499604

年表で見るモノの歴史事典 下

ゆまに書房編集部

1995

9784897140063

¥34,100

¥51,150

1028499605

● 表示価格は税抜きです。
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シリーズこころとからだの処方箋 全16巻
「こころの健康」を取り戻そう！
今注目されている対策や予防の実践方法を紹介。

本シリーズは、現代においてより多様化、複雑化していく「こころの問題」の解決にせまり、予防の実
践と方法を紹介します。それを通して「心身の健康」を取り戻し保つことを目的としています。
これまで問題とされ、今後もより深刻となっていくテーマを中心としつつ、できるうる限りふくらみをも
たせ、多角的に巻立てを構成しました。
各巻をテーマ別に構成。その分野における一線の研究者による責任編集です。
具体的な理解を助けるため、症例の紹介、引用・参考文献などを充実させています。また、専門用語
にはわかりやすいよう注記を付しています。
医学、心理学、看護、保健、学校教育、福祉、企業などの専門家、関係者はもとより、学生や一般の
社会人にいたるまでを読者対象としています。

全16冊 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

¥61,600

¥92,400

1011657903

冊子版ISBN：9784843318126
詳細は次頁をご覧ください。
● 表示価格は税抜きです。
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シリーズこころとからだの処方箋 全16巻
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）

商品コード

ストレスマネジメント ―「これまで」と「これから」―（1）

竹中 晃二

2005 9784843318133

¥3,850

¥5,775 1011657904

ボーダーラインの人々 ―多様化する心の病―（2）

織田 尚生

2005 9784843318140

¥3,850

¥5,775 1011657905

成人期の危機と心理臨床
―壮年期に灯る危険信号とその援助―（3）

岡本 祐子

2005 9784843318157

¥3,850

¥5,775 1011657906

迷走する若者のアイデンティティ
白井 利明
―フリーター、パラサイト・シングル、ニート、ひきこもり―（4）

2005 9784843318164

¥3,850

¥5,775 1011657907

青少年のこころの闇 ―情報社会の落とし穴―（5）

町沢 静夫

2006 9784843318171

¥3,850

¥5,775 1011657908

高齢者の「生きる場」を求めて
―福祉、心理、介護の現場から―（6）

野村 豊子

2006 9784843318188

¥3,850

¥5,775 1011657909

思春期の自己形成 ―将来への不安のなかで―（7）

都筑 学

2006 9784843318195

¥3,850

¥5,775 1011657910

睡眠とメンタルヘルス ―睡眠科学への理解を深める―（8）

白川 修一郎 2006 9784843318201

¥3,850

¥5,775 1011657911

高齢期の心を活かす
―衣・食・住・遊・眠・美と認知症・介護予防―（9）

田中 秀樹

2006 9784843318218

¥3,850

¥5,775 1011657912

抑うつの現代的諸相
―心理的・社会的側面から科学する―（10）

北村 俊則

2006 9784843318225

¥3,850

¥5,775 1011657913

非行 ―彷徨する若者、生の再構築に向けて―（11）

影山 任佐

2007 9784843318232

¥3,850

¥5,775 1011657914

「働く女性」のライフイベント
―そのサポートの充実をめざして―（12）

馬場 房子

2007 9784843318249

¥3,850

¥5,775 1011657915

不登校 ―学校に背を向ける子どもたち―（13）

相馬 誠一

2007 9784843318256

¥3,850

¥5,775 1011657916

虐待と現代の人間関係
―虐待に共通する視点とは―（14）

橋本 和明

2007 9784843318263

¥3,850

¥5,775 1011657917

被害者心理とその回復
―心理的援助の最新技法―（15）

丹治 光浩

2008 9784843318270

¥3,850

¥5,775 1011657918

家族心理臨床の実際
―保育カウンセリングを中心に―（16）

滝口 俊子

2008 9784843318287

¥3,850

¥5,775 1011657919

● 表示価格は税抜きです。
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