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ものと人間の文化史

文化の基礎をなすと同時に人間のつくり上げたもっとも具体的な「かたち」である
個々の「もの」について、その根源から問い直し、「もの」とのかかわりにおいて営々と
築かれてきた暮らしの具体相を通じて歴史を捉え直す。

第一期
<1-100巻> 118冊

第9回

梓会出版
文化賞
受賞!

詳細は次頁をご参照下さい。

第一期〈1-100〉 118冊揃価格
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥1,193,610 ¥2,387,220 
＜商品コード：1032279966 ＞



● 表示価格は税抜きです。 2020年8月

冊数 書名 （巻数） 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

1 船 （1） 須藤 利一 1979 9784588200113 ¥11,220 ¥22,440 1032279967 

2 狩猟 （2） 直良 信夫 1987 9784588200212 ¥8,910 ¥17,820 1032279968 

3 からくり （3） 立川 昭二 1969 9784588200311 ¥11,220 ¥22,440 1032279969 

4 化粧 （4） 久下 司 1970 9784588200410 ¥11,220 ¥22,440 1032279970 

5 番匠 （5） 大河 直躬 1971 9784588200519 ¥9,240 ¥18,480 1032279971 

6 結び （6） 額田 巌 1979 9784588200618 ¥9,570 ¥19,140 1032279972 

7 塩 （7） 平島 裕正 1978 9784588200717 ¥10,560 ¥21,120 1032279973 

8 はきもの （8） 潮田 鉄雄 1978 9784588200816 ¥10,890 ¥21,780 1032279974 

9 城 （9） 井上 宗和 1973 9784588200915 ¥10,560 ¥21,120 1032279975 

10 竹 （10） 室井 綽 1979 9784588201011 ¥11,220 ¥22,440 1032279976 

11 海藻 （11） 宮下 章 1974 9784588201110 ¥10,560 ¥21,120 1032279977 

12 絵馬 （12） 岩井 宏實 1974 9784588201219 ¥10,560 ¥21,120 1032279978 

13 機械 （13） 吉田 光邦 1974 9784588201318 ¥9,570 ¥19,140 1032279979 

14 狩猟伝承 （14） 千葉 徳爾 1979 9784588201417 ¥11,550 ¥23,100 1032279980 

15 石垣 （15） 田淵 実夫 1979 9784588201516 ¥10,560 ¥21,120 1032279981 

16 松 （16） 高嶋 雄三郎 1975 9784588201615 ¥10,890 ¥21,780 1032279982 

17 釣針 （17） 直良 信夫 1976 9784588201714 ¥9,570 ¥19,140 1032279983 

18 鋸 （18） 吉川 金次 1976 9784588201813 ¥11,220 ¥22,440 1032279984 

19 農具 （19） 飯沼 二郎 1976 9784588201912 ¥8,910 ¥17,820 1032279985 

20 包み （20） 額田 巌 1977 9784588202018 ¥11,550 ¥23,100 1032279986 

21 蓮 （21） 阪本 祐二 1977 9784588202117 ¥10,560 ¥21,120 1032279987 

22 ものさし （22） 小泉 袈裟勝 1977 9784588202216 ¥9,570 ¥19,140 1032279988 

23 将棋 [1] （23-1） 増川 宏一 1977 9784588202315 ¥9,240 ¥18,480 1032279989 

24 将棋 [2] （23-2） 増川 宏一 1985 9784588202322 ¥7,260 ¥14,520 1032279990 

25 湿原祭祀 （24） 金井 典美 1977 9784588202414 ¥9,570 ¥19,140 1032279991 

26 臼 （25） 三輪 茂 1978 9784588202513 ¥11,880 ¥23,760 1032279992 

27 河原巻物 （26） 盛田 嘉徳 1978 9784588202612 ¥9,240 ¥18,480 1032279993 

28 香料 （27） 山田 憲太郎 1978 9784588202711 ¥10,890 ¥21,780 1032279994 

29 神像 （28） 景山 春樹 1978 9784588202810 ¥10,890 ¥21,780 1032279995 

30 盤上遊戯 （29） 増川 宏一 1978 9784588202919 ¥10,560 ¥21,120 1032279996 

31 筆 （30） 田淵 実夫 1978 9784588203015 ¥7,590 ¥15,180 1032279997 

32 ろくろ （31） 橋本 鉄男 1979 9784588203114 ¥11,550 ¥23,100 1032279998 

33 蛇 （32） 吉野 裕子 1979 9784588203213 ¥9,570 ¥19,140 1032279999 

34 鋏 （33） 岡本 誠之 1979 9784588203312 ¥10,890 ¥21,780 1032280000 

35 猿 （34） 廣瀬 鎮 1979 9784588203411 ¥9,900 ¥19,800 1032280001 

36 鮫 （35） 矢野 憲一 1979 9784588203510 ¥9,900 ¥19,800 1032280002 

37 枡 （36） 小泉 袈裟勝 1980 9784588203619 ¥10,890 ¥21,780 1032280003 

38 経木 （37） 田中 信清 1992 9784588203718 ¥8,580 ¥17,160 1032280004 

39 色 （38） 前田 雨城 1980 9784588203817 ¥10,560 ¥21,120 1032280005 

40 狐 （39） 吉野 裕子 1980 9784588203916 ¥9,900 ¥19,800 1032280006 

41 賭博 [1] （40-1） 増川 宏一 1980 9784588204012 ¥9,570 ¥19,140 1032280007 

42 賭博 [2] （40-2） 増川 宏一 1982 9784588204029 ¥12,540 ¥25,080 1032280008 

43 賭博 [3] （40-3） 増川 宏一 1983 9784588204036 ¥10,560 ¥21,120 1032280009 
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44 地方仏 [1] （41-1） むしゃこうじ みのる 1997 9784588204111 ¥9,240 ¥18,480 1032280010 

45 地方仏 [2] （41-2） むしゃこうじ みのる 1997 9784588204128 ¥7,920 ¥15,840 1032280011 

46 南部絵暦 （42） 岡田 芳朗 1980 9784588204210 ¥10,560 ¥21,120 1032280012 

47 野菜 （43） 青葉 高 1981 9784588204319 ¥11,550 ¥23,100 1032280013 

48 つぶて （44） 中沢 厚 1981 9784588204418 ¥11,550 ¥23,100 1032280014 

49 壁 （45） 山田 幸一 1981 9784588204517 ¥9,900 ¥19,800 1032280015 

50 箪笥 （46） 小泉 和子 1982 9784588204616 ¥11,550 ¥23,100 1032280016 

51 木の実 （47） 松山 利夫 1982 9784588204715 ¥11,220 ¥22,440 1032280017 

52 秤 （48） 小泉 袈裟勝 1982 9784588204814 ¥10,890 ¥21,780 1032280018 

53 鶏 （49） 山口 健児 1983 9784588204913 ¥10,560 ¥21,120 1032280019 

54 燈用植物 （50） 深津 正 1983 9784588205019 ¥12,540 ¥25,080 1032280020 

55 斧・鑿・鉋 （51） 吉川 金次 1984 9784588205118 ¥9,900 ¥19,800 1032280021 

56 垣根 （52） 額田 巌 1984 9784588205217 ¥8,910 ¥17,820 1032280022 

57 森林 [1] （53-1） 四手井 綱英 1999 9784588205316 ¥10,560 ¥21,120 1032280023 

58 森林 [2] （53-2） 四手井 綱英 1998 9784588205323 ¥10,560 ¥21,120 1032280024 

59 森林 [3] （53-3） 四手井 綱英 2000 9784588205330 ¥10,560 ¥21,120 1032280025 

60 海老 （54） 酒向 昇 1985 9784588205415 ¥11,550 ¥23,100 1032280026 

61 藁 [1] （55-1） 宮崎 清 1985 9784588205514 ¥10,890 ¥21,780 1032280027 

62 藁 [2] （55-2） 宮崎 清 1985 9784588205521 ¥10,890 ¥21,780 1032280028 

63 鮎 （56） 松井 魁 1986 9784588205613 ¥9,900 ¥19,800 1032280029 

64 ひも （57） 額田 巌 1986 9784588205712 ¥8,910 ¥17,820 1032280030 

65 石垣普請 （58） 北垣 聰一郎 1987 9784588205811 ¥11,220 ¥22,440 1032280031 

66 碁 （59） 増川 宏一 1987 9784588205910 ¥10,890 ¥21,780 1032280032 

67 日和山 （60） 南波 松太郎 1988 9784588206016 ¥11,220 ¥22,440 1032280033 

68 篩 （61） 三輪 茂雄 1989 9784588206115 ¥7,920 ¥15,840 1032280034 

69 鮑 （62） 矢野 憲一 1989 9784588206214 ¥11,550 ¥23,100 1032280035 

70 絵師 （63） 武者小路 穣 1990 9784588206313 ¥8,250 ¥16,500 1032280036 

71 蛙 （64） 碓井 益雄 1989 9784588206412 ¥10,560 ¥21,120 1032280037 

72 藍 [1] （65-1） 竹内 淳子 1991 9784588206511 ¥11,220 ¥22,440 1032280038 

73 藍 [2] （65-2） 竹内 淳子 1999 9784588206528 ¥10,560 ¥21,120 1032280039 

74 橋 （66） 小山田 了三 1991 9784588206610 ¥11,220 ¥22,440 1032280040 

75 箱 （67） 宮内 悊 1991 9784588206719 ¥9,570 ¥19,140 1032280041 

76 絹 [1] （68-1） 伊藤 智夫 1992 9784588206818 ¥9,900 ¥19,800 1032280042 

77 絹 [2] （68-2） 伊藤 智夫 1992 9784588206825 ¥9,900 ¥19,800 1032280043 

78 鯛 （69） 鈴木 克美 1992 9784588206917 ¥9,570 ¥19,140 1032280044 

79 さいころ （70） 増川 宏一 1992 9784588207013 ¥9,570 ¥19,140 1032280045 

80 木炭 （71） 樋口 清之 1993 9784588207112 ¥9,900 ¥19,800 1032280046 

81 鍋・釜 （72） 朝岡 康二 1993 9784588207211 ¥10,560 ¥21,120 1032280047 

82 海女 （73） 田辺 悟 1993 9784588207310 ¥10,560 ¥21,120 1032280048 

83 蛸 （74） 刀禰 勇太郎 1994 9784588207419 ¥9,570 ¥19,140 1032280049 

84 曲物 （75） 岩井 宏實 1994 9784588207518 ¥10,890 ¥21,780 1032280050 

85 和船 [1] （76-1） 石井 謙治 1995 9784588207617 ¥11,550 ¥23,100 1032280051 

86 和船 [2] （76-2） 石井 謙治 1995 9784588207624 ¥9,900 ¥19,800 1032280052 
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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）
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87 反射炉 [1] （77-1） 金子 功 1995 9784588207716 ¥6,600 ¥13,200 1032280053 

88 反射炉 [2] （77-2） 金子 功 1995 9784588207723 ¥6,270 ¥12,540 1032280054 

89 草木布 [1] （78-1） 竹内 淳子 1995 9784588207815 ¥9,900 ¥19,800 1032280055 

90 草木布 [2] （78-2） 竹内 淳子 1995 9784588207822 ¥9,240 ¥18,480 1032280056 

91 すごろく [1] （79-1） 増川 宏一 1995 9784588207914 ¥9,240 ¥18,480 1032280057 

92 すごろく [2] （79-2） 増川 宏一 1995 9784588207921 ¥9,570 ¥19,140 1032280058 

93 パン （80） 安達 巖 1996 9784588208010 ¥9,240 ¥18,480 1032280059 

94 枕 （81） 矢野 憲一 1996 9784588208119 ¥7,920 ¥15,840 1032280060 

95 桶・樽 [1] （82-1） 石村 真一 1997 9784588208218 ¥9,240 ¥18,480 1032280061 

96 桶・樽 [2] （82-2） 石村 真一 1997 9784588208225 ¥9,240 ¥18,480 1032280062 

97 桶・樽 [3] （82-3） 石村 真一 1997 9784588208232 ¥9,240 ¥18,480 1032280063 

98 貝 [1] （83-1） 白井 祥平 1997 9784588208317 ¥9,240 ¥18,480 1032280064 

99 貝 [2] （83-2） 白井 祥平 1997 9784588208324 ¥9,240 ¥18,480 1032280065 

100 貝 [3] （83-3） 白井 祥平 1997 9784588208331 ¥9,240 ¥18,480 1032280066 

101 松茸 （84） 有岡 利幸 1997 9784588208416 ¥8,910 ¥17,820 1032280067 

102 野鍛冶 （85） 朝岡 康二 1998 9784588208515 ¥9,240 ¥18,480 1032280068 

103 稲 （86） 菅 洋 1998 9784588208614 ¥9,900 ¥19,800 1032280069 

104 橘 （87） 吉武 利文 1998 9784588208713 ¥9,900 ¥19,800 1032280070 

105 杖 （88） 矢野 憲一 1998 9784588208812 ¥10,560 ¥21,120 1032280071 

106 もち （89） 渡部 忠世 1998 9784588208911 ¥10,560 ¥21,120 1032280072 

107 さつまいも （90） 坂井 健吉 1999 9784588209017 ¥10,560 ¥21,120 1032280073 

108 珊瑚 （91） 鈴木 克美 1999 9784588209116 ¥11,220 ¥22,440 1032280074 

109 梅 [1] （92-1） 有岡 利幸 1999 9784588209215 ¥9,240 ¥18,480 1032280075 

110 梅 [2] （92-2） 有岡 利幸 1999 9784588209222 ¥10,560 ¥21,120 1032280076 

111 木綿口伝 第２版（93） 福井 貞子 2000 9784588209314 ¥11,220 ¥22,440 1032280077 

112 合せもの （94） 増川 宏一 2000 9784588209413 ¥9,240 ¥18,480 1032280078 

113 野良着 （95） 福井 貞子 2000 9784588209512 ¥9,570 ¥19,140 1032280079 

114 食具 （96） 山内 昶 2000 9784588209611 ¥9,900 ¥19,800 1032280080 

115 鰹節 （97） 宮下 章 2000 9784588209710 ¥11,220 ¥22,440 1032280081 

116 丸木舟 （98） 出口 晶子 2001 9784588209819 ¥10,890 ¥21,780 1032280082 

117 梅干 （99） 有岡 利幸 2001 9784588209918 ¥9,570 ¥19,140 1032280083 

118 瓦 （100） 森 郁夫 2001 9784588210013 ¥10,560 ¥21,120 1032280084 
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