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小原 國芳 全集 
◆小原 國芳 略歴 
1887年、鹿児島県に生まれる。電信技手をした後、鹿
児島師範、広島高等師範を卒業、1913年、香川師範
教諭。京都帝国大学に進み、哲学科を1918年に卒業。
広島高師教諭となる。翌年、澤柳政太郎校長の招き
で成城小学校主事、1926年、七年制成城高等学校校
長となる。1929年、かねて提唱してきた全人教育の理
念に基づき玉川学園を創立。 
1977年12月13日、“最後の私塾創立者”として召天。
(玉川学園HPより) 

小原國芳全集 全46冊揃価格 
同時１アクセス(本体) ¥261,580 

同時3アクセス(本体) ¥523,160 

商品コード 1011658151 

書名 発行年 
同時１アクセス

(本体) 
同時3アクセス

(本体) 
商品コード 書名 発行年 

同時１アクセス
(本体) 

同時3アクセス
(本体) 

商品コード 

教育の根本問題としての宗教 （1） 1950 ¥5,500 ¥11,000 1011658152 教育講演行脚 ; 身辺雑記 4 （24） 1974 ¥5,500 ¥11,000 1011658175 

教育改造論 ; 自由教育論 （2） 1953 ¥5,280 ¥10,560 1011658153 教育講演行脚 ; 身辺雑記 5 （25） 1974 ¥5,500 ¥11,000 1011658176 

ペスタロッチを慕いて ; 教師道 （3） 1954 ¥4,400 ¥8,800 1011658154 教育講演行脚 ; 身辺雑記 6 （26） 1975 ¥5,280 ¥10,560 1011658177 

教育の根本問題としての哲学 （4） 1954 ¥5,060 ¥10,120 1011658155 教育講演行脚 ; 身辺雑記 7 （27） 1975 ¥5,500 ¥11,000 1011658178 

母のための教育学 （5） 1961 ¥4,400 ¥8,800 1011658156 小原国芳自伝 1 ―夢みる人―（28） 1960 ¥5,280 ¥10,560 1011658179 

世界教育行脚 （6） 1956 ¥5,500 ¥11,000 1011658157 小原国芳自伝 2 ―夢みる人―（29） 1969 ¥5,500 ¥11,000 1011658180 

道徳教授革新論 （7） 1957 ¥4,400 ¥8,800 1011658158 小原教育論 （31(別巻)） 1965 ¥5,720 ¥11,440 1011658181 

理想の学校 ; 教育立国論 ; 道徳教育論 （8） 1963 ¥5,060 ¥10,120 1011658159 人間小原論 （32(別巻)） 1965 ¥6,600 ¥13,200 1011658182 

思想問題と教育 ; 学校劇論 （9） 1963 ¥6,160 ¥12,320 1011658160 全人教育論 ; 宗教教育論 ; 師道 （33） 1975 ¥6,160 ¥12,320 1011658183 

婦人問題と教育 ; 結婚論 ; 日本女性の理想 （10） 1963 ¥4,400 ¥8,800 1011658161 カンジンスキーの芸術論 （35） 1968 ¥6,160 ¥12,320 1011658184 

秋吉台の聖者本間先生 ; 玉川塾の教育 （11） 1963 ¥5,280 ¥10,560 1011658162 教育論文 ; 教育随想 7 （36） 1969 ¥5,500 ¥11,000 1011658185 

道徳教授の実際 1 （12） 1964 ¥7,040 ¥14,080 1011658163 教育講演行脚 ; 身辺雑記 8 （37） 1969 ¥5,280 ¥10,560 1011658186 

道徳教授の実際 2 （13） 1964 ¥7,040 ¥14,080 1011658164 教育講演行脚 ; 身辺雑記 9 （38） 1969 ¥5,500 ¥11,000 1011658187 

塾生に告ぐ （14） 1964 ¥7,040 ¥14,080 1011658165 教育講演行脚 ; 身辺雑記 10 （39） 1978 ¥7,040 ¥14,080 1011658188 

教育論文 ; 教育随想 1 （15） 1977 ¥6,600 ¥13,200 1011658166 教育講演行脚 ; 身辺雑記 11 （40） 1971 ¥6,160 ¥12,320 1011658189 

教育論文 ; 教育随想 2 （16） 1978 ¥5,940 ¥11,880 1011658167 日本新教育秘史 1 （41） 1978 ¥6,160 ¥12,320 1011658190 

教育論文 ; 教育随想 3 （17） 1978 ¥5,500 ¥11,000 1011658168 日本新教育秘史 2 （42） 1978 ¥5,280 ¥10,560 1011658191 

教育論文 ; 教育随想 4 （18） 1978 ¥5,500 ¥11,000 1011658169 教育論文 ; 教育随想 8 （43） 1975 ¥5,280 ¥10,560 1011658192 

教育論文 ; 教育随想 5 （19） 1978 ¥7,040 ¥14,080 1011658170 教育講演行脚 ; 身辺雑記 12 （44） 1975 ¥6,160 ¥12,320 1011658193 

教育論文 ; 教育随想 6 （20） 1978 ¥7,040 ¥14,080 1011658171 教育講演行脚 ; 身辺雑記 13 （45） 1978 ¥5,500 ¥11,000 1011658194 

教育講演行脚 ; 身辺雑記 1 （21） 1973 ¥5,500 ¥11,000 1011658172 教育論文 ; 教育随想 9 （46） 1978 ¥5,720 ¥11,440 1011658195 

教育講演行脚 ; 身辺雑記 2 （22） 1974 ¥5,280 ¥10,560 1011658173 教育講演行脚 ; 身辺雑記 14 （47） 1977 ¥6,160 ¥12,320 1011658196 

教育講演行脚 ; 身辺雑記 3 （23） 1974 ¥5,280 ¥10,560 1011658174 身辺雑記 ; 教育随想 （48） 1978 ¥4,400 ¥8,800 1011658197 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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高等教育研究シリーズ 

高等教育シリーズ 

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 

学長 ―大学改革への挑戦―（100） 天野 郁夫 2000 9784472302527 ¥5,500 ¥11,000 1011658246 

戦後大学政策の展開  新版（102） 黒羽 亮一 2001 9784472402470 ¥7,920 ¥15,840 1011658220 

現代大学の変革と政策 ―歴史的・比較的考察―（105） 喜多村 和之 2001 9784472401312 ¥9,900 ¥19,800 1011658200 

未来形の大学 （106） 市川 昭午 2001 9784472302589 ¥6,160 ¥12,320 1011658204 

「要領よく」生きようとする学生 ―大学授業の生態誌 [1]―（107） 島田 博司 2001 9784472302596 ¥5,280 ¥10,560 1011658213 

大学改革のゆくえ ―模倣から創造へ―（108） 天野 郁夫 2001 9784472302602 ¥5,280 ¥10,560 1011658247 

大学改革の現場へ （111） 山岸 駿介 2001 9784472302619 ¥5,280 ¥10,560 1011658248 

私語への教育指導 ―大学授業の生態誌 2―（113） 島田 博司 2002 9784472302626 ¥6,160 ¥12,320 1011658214 

メール私語の登場 ―大学授業の生態誌 3―（114） 島田 博司 2002 9784472302633 ¥5,280 ¥10,560 1011658215 

ICTを活用した大学授業 （118） 小原 芳明 2002 9784472402791 ¥4,400 ¥8,800 1011658216 

大学のカリキュラム改革 （122） 有本 章 2003 9784472402968 ¥6,160 ¥12,320 1011658210 

キャンパスライフの今 （123） 武内 清 2003 9784472302763 ¥4,620 ¥9,240 1011658254 

大学授業を活性化する方法 （125） 杉江 修治 2004 9784472403002 ¥6,160 ¥12,320 1011658217 

アジア・オセアニアの高等教育 （129） 馬越 徹 2004 9784472403132 ¥9,900 ¥19,800 1011658252 

大学改革の海図 （133） 矢野 真和 2005 9784472302886 ¥7,040 ¥14,080 1011658249 

TA (ティーチングアシスタント) 実践ガイドブック （139） 小笠原 正明 2006 9784472403361 ¥6,160 ¥12,320 1011658141 

戦後日本の高等教育改革政策 ―「教養教育」の構築―（135） 土持 ゲーリー法一 2006 9784472403279 ¥15,400 ¥30,800 1011658250 

大学改革の社会学 （136） 天野 郁夫 2006 9784472403286 ¥9,240 ¥18,480 1011658251 

授業評価活用ハンドブック （140） 山地 弘起 2007 9784472403378 ¥7,480 ¥14,960 1011658139 

日本の産学連携 （141） 玉井 克哉 2007 9784472403460 ¥9,900 ¥19,800 1011658201 

日本の大学教授市場 （142） 山野井 敦徳 2007 9784472403477 ¥12,760 ¥25,520 1011658218 

高等教育市場の国際化 （144） 塚原 修一 2008 9784472403644 ¥8,800 ¥17,600 1011658202 

変貌する日本の大学教授職 （146） 有本 章 2008 9784472403811 ¥13,200 ¥26,400 1011658208 

アメリカの学生獲得戦略 （143） 山田 礼子 2008 9784472403651 ¥6,600 ¥13,200 1011658211 

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 

高等教育研究の地平 （第1集） 日本高等教育学会 1998 9784472180019 ¥6,600 ¥13,200 1011658256 

ユニバーサル化への道 （第2集） 日本高等教育学会 1999 9784472180118 ¥7,920 ¥15,840 1011658257 

日本の大学評価 （第3集） 日本高等教育学会 2000 9784472180217 ¥6,160 ¥12,320 1011658258 

大学・知識・市場 （第4集） 日本高等教育学会  2001 9784472180316 ¥5,720 ¥11,440 1011658259 

大学の組織・経営再考 （第5集） 日本高等教育学会 2002 9784472180323 ¥5,720 ¥11,440 1011658260 

高等教育改革の10年 （第6集） 日本高等教育学会 2003 9784472180330 ¥5,940 ¥11,880 1011658261 

プロフェッショナル化と大学 （第7集） 日本高等教育学会 2004 9784472180347 ¥6,380 ¥12,760 1011658262 

学士学位プログラム （第8集） 日本高等教育学会 2005 9784472180354 ¥7,260 ¥14,520 1011658263 

連携する大学 （第9集） 日本高等教育学会 2006 9784472180361 ¥6,160 ¥12,320 1011658264 

高等教育研究の10年 （第10集） 日本高等教育学会  2007 9784472180378 ¥8,580 ¥17,160 1011658265 

大学生論 （第11集） 日本高等教育学会 2008 9784472180385 ¥7,700 ¥15,400 1011658266 

全11巻 
揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥74,140 

同時３アクセス(本体) ¥148,280 

商品コード 1011658255 

全24巻揃価格 
同時１アクセス(本体) ¥184,580 

同時３アクセス(本体) ¥369,160 
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遊びの創造共育法 

金田一春彦著作集 

全7巻揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥53,900  

同時３アクセス(本体) ¥107,800  

商品コード 1011658143 

全13巻揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥222,200  

同時３アクセス(本体) ¥444,400  

商品コード 1011658125 

和久 洋三 著 

金田一 春彦 著 

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 

子どもはみんなアーティスト （1） 2006 9784472058844 ¥7,700  ¥15,400  1011658144 

ボール遊びと造形 （2） 2006 9784472058851 ¥7,700  ¥15,400  1011658145 

円柱の遊びと造形 （3） 2006 9784472058868 ¥7,700  ¥15,400  1011658146 

積木遊び （4） 2006 9784472058875 ¥7,700  ¥15,400  1011658147 

積木遊びと造形 （5） 2006 9784472058882 ¥7,700  ¥15,400  1011658148 

色面の遊びと造形 （6） 2006 9784472058899 ¥7,700  ¥15,400  1011658149 

点線面の遊びと造形 （7） 2006 9784472058905 ¥7,700  ¥15,400  1011658150 

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 

金田一春彦著作集 第1巻 2003 9784472014710 ¥17,600  ¥35,200  1011658126 

金田一春彦著作集 第2巻 2004 9784472014727 ¥17,600  ¥35,200  1011658127 

金田一春彦著作集 第3巻 2004 9784472014734 ¥17,600  ¥35,200  1011658128 

金田一春彦著作集 第4巻 2004 9784472014741 ¥17,600  ¥35,200  1011658129 

金田一春彦著作集 第5巻 2005 9784472014758 ¥17,600  ¥35,200  1011658130 

金田一春彦著作集 第6巻 2005 9784472014765 ¥17,600  ¥35,200  1011658131 

金田一春彦著作集 第7巻 2005 9784472014772 ¥17,600  ¥35,200  1011658132 

金田一春彦著作集 第8巻 2005 9784472014789 ¥17,600  ¥35,200  1011658133 

金田一春彦著作集 第9巻 2005 9784472014796 ¥17,600  ¥35,200  1011658134 

金田一春彦著作集 第10巻 2004 9784472014802 ¥17,600  ¥35,200  1011658135 

金田一春彦著作集 第11巻 2004 9784472014819 ¥17,600  ¥35,200  1011658136 

金田一春彦著作集 第12巻 2004 9784472014826 ¥17,600  ¥35,200  1011658137 

金田一春彦著作集 別巻 2006 9784472014833 ¥11,000  ¥22,000  1011658138 
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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87-4　東戸塚N&Fビル1 2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。
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