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慧文社 
日本近代図書館学叢書 

●図書館の「いま」と「これから」を見据えるために。 
田中敬や和田万吉、竹林熊彦など、日本の近代図書館の創成期や発展期を担った先人たち。彼
らは図書館とどのように向き合ってきたのか。混迷の時代に、日本の図書館の原点をとらえなお
すためのシリーズ！ 

日本の司法福祉の源流をたずねて(全五巻) 
●日本の犯罪率と再犯率を下げるためにも司法福祉の充実が急務である。 

これからの日本の司法福祉はどうあるべきか考えるため、その源流を再確認することは重要であ
る。小河滋次郎、留岡幸助や原胤昭、宮城長三郎や森山武市郎など、先人たちの名著をひもとく
ことによって、現在の問題と、これから進むべき道がより深く見えてくるに違いない。 

同時１アクセス（本体） ¥13,200 
同時３アクセス（本体） ¥26,400 

商品コード  1025356571 

『図書館の対外活動』 
2017年発行 著編者：竹林 熊彦 

同時１アクセス（本体） ¥13,200 
同時３アクセス（本体） ¥26,400 

商品コード  1025356572 

『図書館管理法大綱』 
2017年発行 著編者：和田 万吉 

同時１アクセス（本体） ¥13,200 
同時３アクセス（本体） ¥26,400 

商品コード  1025356573 

『教育と図書館』 
2017年発行 著編者：植松 安 

同時１アクセス（本体） ¥13,200 
同時３アクセス（本体） ¥26,400 

商品コード  1025375315 

『図書館の統計 』 
2017年発行 著編者：小畑 渉 

同時１アクセス（本体） ¥13,200 
同時３アクセス（本体） ¥26,400 

商品コード  1025375316 

『図書の選択 ―理論と実際―』 
2017年発行 著編者：竹林 熊彦 

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 

禁酒叢話 （日本禁酒・断酒・排酒運動叢書 5） 長尾 半平 2018 9784863301849 ¥10,560 ¥21,120 1027621488 

江戸好色文学史 斎藤 昌三 2018 9784863301917 ¥12,320 ¥24,640 1027621489 

日本禁酒史 （日本禁酒・断酒・排酒運動叢書 1） 藤原 暁三 2017 9784863301801 ¥10,560 ¥21,120 1025513803 

安藤太郎文集 増補版（日本禁酒・断酒・排酒運動叢書 2） 安藤 太郎 2017 9784863301818 ¥10,560 ¥21,120 1025513804 
仏教と酒 ―不飲酒戒史の変遷について―（日本禁酒・断酒・排
酒運動叢書 3） 

藤原 暁三 2017 9784863301825 ¥10,560 ¥21,120 1025513805 

同時１アクセス（本体） ¥11,000 
同時３アクセス（本体） ¥22,000 

商品コード  1025356570 

『図書館教育』 
著編者：田中 敬 2016年発行 

同時１アクセス（本体） ¥11,550 
同時３アクセス（本体） ¥23,100 

商品コード 1025356565 

『獄務要書』 
小河 滋次郎 著編者 

2016年発行 
同時１アクセス（本体） ¥12,320 
同時３アクセス（本体） ¥24,640 

商品コード 1025356568 

『感化事業とその管理法』 
留岡 幸助 著編者 

2016年発行 

同時１アクセス（本体） ¥12,320 
同時３アクセス（本体） ¥24,640 

商品コード 1025356567 

『ひしがれたる者の呻き』 
原 胤昭 著編者 

2016年発行 
少年保護婦人協会 

同時１アクセス（本体） ¥12,320 
同時３アクセス（本体） ¥24,640 

商品コード 1025356569 

『少年保護の法理と実際』 
著編者 

2016年発行 
同時１アクセス（本体） ¥12,320 
同時３アクセス（本体） ¥24,640 

商品コード 1025377451 

『司法保護事業概説』 
森山 武市郎 著編者 

2017年発行 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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慧文社のeBook Library 
近代チベット史叢書 

西蔵問題―青木文教外交調書 

西蔵の民族と文化 

西蔵探検記 

西蔵―過去と現在 

西蔵―英帝国の侵略過程 

西康事情 

青海概説 

西蔵関係文集 明治期文献編 

西蔵文化の新研究 

西康・西蔵踏査記 

英支西蔵問題交渉略史 

ティベット史概説 

秘密の国・西蔵遊記 

西蔵 

14冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥170,192 
同時３アクセス（本体） ¥340,384 

三宅正太郎著作シリーズ 

6冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥69,740 
同時３アクセス（本体） ¥139,480 

裁判の書 

そのをりをり 

嘘の行方 

法官餘談 

雨後 

わが随筆 

言 語 

3冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥30,910 
同時３アクセス（本体） ¥61,820 

五カ国語共通のことわざ辞典 

六カ国語共通のことわざ集 

古今対照日本歴史地名字引 

建 築 

価  格 同時１アクセス（本体） ¥16,500 
同時３アクセス（本体） ¥33,000 

増補版 朝鮮上代建築の研究 
経 済 

価  格 同時１アクセス（本体） ¥6,688 
同時３アクセス（本体） ¥13,376  

新オーストリア学派とその論敵 

社 会 

4冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥35,486 
同時３アクセス（本体） ¥70,972 

セッツルメントの研究 

ユダヤ禍の迷妄 

図書館史 

地域と図書館 

文 化 

6冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥73,040 
同時３アクセス（本体） ¥146,080 

茶器の見方 

日本画の知識及び鑑定法 

南方熊楠 記憶の世界 

宗旦文書 

「おもろさうし」選釈 

祖国の姿 

河口慧海著作選集 
在家仏教 

平易に説いた釈迦一代記 

苦行詩聖ミラレパ 

シャクンタラー姫 

正真仏教 

梵蔵伝訳法華経 

生死自在 

蔵文和訳大日経 

河口慧海著述拾遺（上） 

河口慧海著述拾遺（下） 

西蔵伝印度仏教歴史 

入菩薩行 

河口慧海著述拾遺 補遺  

13冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥167,376 
同時３アクセス（本体） ¥334,752 

旧満洲関連書シリーズ 
満洲国の習俗 

満洲の伝説と民謡 

満洲地名考 

満洲風物帖 

満鉄を語る 

満蒙民俗伝説 

満洲娘娘考 
7冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥83,710 

同時３アクセス（本体） ¥167,420 

歴 史 
千葉周作遺稿 

山本勘助「兵法秘伝書」 

島津忠久の生ひ立ち 

栗本鋤雲遺稿 

桐野利秋遺稿 

直江兼続伝 

日本電信の祖 石丸安世伝 

水戸史学の各論的研究 

ルイス・フロイス日本書翰 
9冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥102,300 

同時３アクセス（本体） ¥204,600 

法 律 

4冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥54,560 
同時３アクセス（本体） ¥109,120 

「治安維持法」帝国議会議事録 

嘘の効用 

法窓閑話 

獄制沿革史 

宗 教 

2冊揃価格 同時１アクセス（本体） ¥19,360 
同時３アクセス（本体） ¥38,720 

弘法大師伝 

苦難に対する態度 

※各巻の詳細はお問合せ下さい。 （分売可） 
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