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形にして伝える。

教育史学会  会員の皆様へ

　　からお願いします。（電話・ファクスも可）

＊「教育史学会」会員である旨、
　お知らせください。
	 （期間限定の特典があります。）
・	 お求め方法その他、詳しくはお問合せください。
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〈史料から研究へ、再び史料へ〉
教育史・特別支援教育・障害児者・福祉 ・社会的養護 ・社会事業

少年行刑の歴史からみる知的障害者福祉の萌芽
末松惠 日本女子大学学術研究員著　978-4-86688-234-5〈2022 年 3月刊〉定価 4,730 円（本体 4,300 円＋税）

明治後期～昭和初期、少年監獄・刑務所で認識された障害者に対する処遇方法の実態（浦和監獄川越・熊
谷分監 /八王子少年刑務所）を詳細に描き、更生保護施策における新たな支援枠組みを、福祉と司法分野
との連携・協同という課題から捉える。周辺関連領域の研究史が概観できる多数の図表と詳細注 30 数頁。

京都「特別学級」成立史研究　史料と論究
玉村公二彦 京都女子大学教授著　978-4-908926-53-2〈2021 年 2月刊〉定価 18,800 円（本体 17,091 円＋税）

「特別学級」その発想の端緒は？　設置と運営を担った人々の模索と苦闘の跡、稀有な史料を一挙に復刻
し辿る初の京都「特別学級」実践概史。史料 13 点	収録（初の復刻 9点を含む原本頁数 870）。

「劣等児」「特別学級」の思想と実践
阪本美江 大阪芸術大学短期大学部通信教育部特任教授著 　978-4-908926-52-5〈2021 年 5月刊〉定価 4,400 円（本体 4,000 円＋税）

教育と思想、政策・制度、社会。その中の児童と家庭と、現実に立ち向かう教師たち…。“奈良県” から
見えてきた、大正末から昭和初期日本の教育 “現場” の実態を、一次資料で浮き彫りにし、課題を鮮明化。

近代社会教育における権田保之助研究　娯楽論を中心として
坂内夏子 早稲田大学教授著　978-4-908926-63-1〈2019 年 8月刊〉定価 3,300 円（本体 3,000 円＋税）

大原社会問題研究所所員、文部省・厚生省専門委員嘱託として、関東大震災を挟み大正から昭和戦中期、数々
の社会調査に関わり、今日に残る実証的研究・記録を残した「民衆娯楽研究の第一人者」権田（1887-1951）
を “社会教育” の観点から読み直す。

日本における女子体育教師史研究
掛水通子 東京女子体育大学名誉教授著 978-4-908926-32-7〈2018 年 2月〉定価 18,334 円（本体 16,667 円＋税）

近現代日本の女子体育教師史の全体像を厖大なデータをもとに詳細に跡づけ体系的に明らかにし、今日的
課題に迫る大著。同じ女子教師であっても、女子体育教師のみが女子教師からも体育教師からも差異化さ
れてきた理由は何か？　男女共修・男女共同参画時代における女子体育教師の役割をどのように位置づけ
るか…　統計・調査記録・年表等　図表約 250 点収載

私の記録、家族の記憶　ケアリーヴァーと社会的養護のこれから
阿久津美紀 目白大学助教著　978-4-908926-20-4〈2021 年 8月〉定価 2,970 円（本体 2,700 円＋税）

なぜ “記録” が「社会的養護」にとって重要なキー概念なのか……史資料の記録・保存・利活用を研究す
るアーカイブズ学と、社会福祉・社会事業分野ととの有機的連繋。“記録” にアクセスする側（当事者）/ “記
録” 作成・管理に携わる側、双方にとって「公正・公平」な環境をいかに構築するか、施策はどうあるべ
きか。世界（イギリス、オーストラリア、韓国）は、日本は？　ケアリーヴァー	care	leaver	のための “記
録	records” への安定したアクセスを目指して、現状の課題を明らかにし、将来へ向けての提言を示す。

戦前日本社会事業調査資料集成 別巻（調査資料文献／概要）
社会福祉調査研究会編 978-4-908926-64-8〈2019 年 12 月〉定価 37,400 円（本体 34,000 円＋税）［発売：大空社出版］

戦前期（明治後半～	1945 年 8 月）の社会事業（社会福祉）調査資料文献約 1,300 点の解題（項目は①資
料の概要、②資料の特徴、③調査の概要、④調査の内容、⑤集計の特徴、⑥資料の所蔵、⑦備考）。社会事業、
福祉・慈善事業から経済・社会・思想・民衆・生活・医療・教育・地方・労働・貧困・災害等々、近代日
本社会の実状を伝える〈調査〉史料文献を網羅的に解説。関連研究者必携・図書館必備。

＊2021年度日本特別ニーズ教育学会文献賞受賞

＊書名 / 書影　クリックで詳細案内へジャンプ

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム
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制度はいかに進化するか 技能形成の比較政治経済学
K. セーレン（Kathleen	Thelen）著
石原俊時 東京大学大学院教授・横山悦生 名古屋産業大学特任教授（元名古屋大学大学院教授）監訳
978-4-86688-235-2〈大空社出版　2022 年 3月刊〉定価 3,850 円（本体 3,500 円＋税）

■政治学・経済学、資本主義論、経営学、近現代史、そして技術教育・職業教育　必読
資本主義・民主主義国家の政治経済的「制度（institutions）」は、伝統的手工業者や現代的産業・企業経営者が生産
力の柱として編成する「技能形成（skill	formation）」システムと、いかに重要な関係を持っているか。
ドイツ・イギリス・日本・アメリカ４国の労働政策や労働運動・企業内職業訓練の実際を歴史的に比較検討、各国
間の「差異」を鮮明化し、「技能」の保持・継承がいかになされたかを追究。停滞・休止・停止そして漸進・革新は、
政治経済的「制度」といかなる相関関係を持つのか、多角的・重層的に分析する。
現代アメリカを代表する政治学者（現在、MIT 教授）による主著。難解な原著の待望の翻訳。適宜原語を並記し、
著者の意図を精確に汲み取ることに意を尽くしたていねいな翻訳。詳細な参考文献、各種索引＝引用文献著者・企業・
団体 /組織などは研究に至便。

原著：Kathleen THELEN, How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, 
the United States and Japan. Cambridge University Press, 2004

人間いたるところ青山あり 技術・職業教育学者	佐々木享先生追悼集
佐々木享先生追悼集編集委員会編［大空社 2016.5］A5 判　978-4-283-01326-1　定価 5,060 円 （本体 4,600 円）

■「生きる」ために必要な教育とはいかにあるべきか、技術（家庭）・職業教育を科学として成り立たせ

るために力を尽くした厳格な学者（1932-2015）に捧げる論考と追想。
［キーワード（執筆者）］産業遺産（天野武弘）/ 高校家庭科教員（井上えり子）/ フランスの技術教育・情報教育（上里

正男）/ 科学技術イノベーション政策（坂口謙一）/ 知識基盤社会と中等職業教育（佐々木英一）/ 戦後初期長野県上

郷農工技術学校の生産教育（三羽光彦）/ 小学校低学年での「技術の学力」（鈴木隆司）/ 未来の技術教育教師と原子核

エネルギー技術（田中喜美）/ 勤労青年のための技術教育（松田洋介）/ 現代ロシアの子どもの権利をめぐる状況（村

知稔三）/玉川塾の労作教育（森下一期）、追想（52 名）。

学術資料出版

大空社出版
発行/発売
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〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。

刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、表紙

クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品と言いか

ねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。
　この機会にぜひご検討お願いいたします。
★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、
　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。 ＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

解説・総目次・索引シリーズ〈教育/近代日本女性資料編〉

 『複刻国定修身教科書』解説・索引	 『複刻国定高等小学読本』解説

	 帝国教育会機関誌『教育公報』解説・総目次	 『文部省著作	戦後教科書』解説

	 『教育学術界』（明治編）解説・総目次・索引	 『教育週報』解説・総目次・索引

	 『時事通信・内外教育版』（第Ⅰ期）解説・総目録・索引

	 『時事通信・内外教育版』（第Ⅱ期）総目録・索引

	 『教育・国語教育』解説・索引	 『社会教育』解説・総目次・索引

	 英語教科書の歴史と解題	 『音楽基礎研究文献集』解説

	 『校外教育基本文献集』解説	 『文部省例規類纂』総目次

	 『日本の婦人雑誌』解説編	 『女鑑』解説・総目次・索引

	 『全国小学校連合女教員会雑誌』解説・総目次・索引

	 『家庭科教育』解説・総目次・索引	 『文部省著作　家庭科教科書』解説編

	 『「家の光」目次総覧』解題・索引	 『性教育研究基本文献集』解説編　　ほか

近現代史すべての研究領域に至便ツール

近
日
詳
細
発
表

近
日
詳
細
発
表

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
　
　

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

教育学術界　全 82 巻・別巻 1　寺﨑昌男監修／小熊伸一解説［大空社 1989-98］B5/A5 判　　定価 1,443,136 円 （本体 1,311,942 円）

■明治・大正〈近代日本〉の教育理論・学術研究・教育問題 ... 現代の研究が立ち返るべき宝庫　1899 年創刊から約半世紀、長命
を維持した代表的教育雑誌。海外理論を積極的に摂取、高い学術性を保ち、初等・中等・専門教育に目を配り、日本独自の教育
の確立を模索する論文を掲載。錚々たる寄稿者。

［明治編］全 48 巻〈同文館、明治 32.11- 大正 1.9〉・別巻［1989-91］　　定価 847,000 円 （本体 770,000 円）

 1 回	10 巻（1-10 巻：1巻 1号 -6 巻 6 号〈明 32.11-36.3〉）4-87236-089-3　定価 181,500 円 （本体 165,000 円）

 2 回	10 巻（11-20 巻：7巻 1号 -11 巻 6 号〈明 36.4-38.9〉）4-87236-090-7　定価 181,500 円 （本体 165,000 円）

 3 回	10 巻（21-30 巻：12 巻 1 号 -16 巻 6 号〈明 38.10-41.3〉）4-87236-091-5　定価 165,000 円 （本体 150,000 円）

 4 回	10 巻（31-40 巻：17 巻 1 号 -21 巻 6 号〈明 41.4-43.9〉）4-87236-092-3　定価 165,000 円 （本体 150,000 円）

 5 回	8 巻（41-48 巻：22 巻 1 号 -25 巻 6 号〈明 43.10- 大 1.9〉）・別巻（解説・総目次・著者名索引）4-87236-093-1

定価 154,000 円 （本体 140,000 円）

［大正編］全 34 巻〈同文館→大日本学術協会→東京モナス、大正 1.10-10.3〉［1996-98］　　定価 596,136 円 （本体 541,942 円）

 1 回	6 巻（1-6 巻：26 巻 1 号 -28 巻 6 号〈大正 1.10-3.3〉）4-7568-0204-4　定価 104,661 円 （本体 95,146 円）

 2 回	7 巻（7-13 巻：29 巻 1 号 -32 巻 3 号〈大正 3.4-4.12〉）4-7568-0205-2　定価 117,476 円 （本体 106,796 円）

 3 回	7 巻（14-20 巻：32 巻 4 号 -35 巻 6 号〈大正 5.1-6.9〉）4-7568-0206-0　定価 121,000 円 （本体 110,000 円）

 4 回	7 巻（21-27 巻：36 巻 1 号 -39 巻 3 号〈大正 6.10-8.6〉）4-7568-0207-9　定価 121,000 円 （本体 110,000 円）

 5 回	7 巻（28-34 巻：39 巻 4 号 -42 巻 6 号〈大正 8.7-10.3〉）4-7568-0208-7　定価 132,000 円 （本体 120,000 円）

明治期 【残り 2 組】

【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

大正期 【残り 2 組】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム
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文部省 教育統計・調査資料集成　全 47 巻	佐々木享監修［大空社 1987-90］A5/B5 判

■師範学校、中学校、高等女学校、実科高等女学校、実業学校の詳細なデータ　教育・学校制度や政策史の具体的実態把握に不

可欠で利用度が高い「統計・調査資料」の集成。「これら調査報告は、全国統計はもとより、『文部省年報』では求め得ない個々

の学校についての詳細かつ豊富なふくんでいる点に特徴がある。（監修のことばより）」たとえばこんな詳細情報が…「名称・学

校長・位置・設置開校など沿革概要、生徒定員・生徒数、学級数、入学状況、入学志願者入学者の入学前学歴、入学者の体力、

入学後の学力・操行、前年度卒業者の進路・体格・学力・操行、前年度半途退学者の事由別内訳、学科目に関する調査、教員に

関する諸調査、附属小学校・附属幼稚園に関する調査、等々。

Ⅰ期	9 巻　師範学校編「全国師範学校ニ関スル諸調査」明治 40.9- 昭和 15.4　4-87236-032-X　定価 143,000 円 （本体 130,000 円）

Ⅱ期	12 巻　中学校編「全国中学校ニ関スル諸調査」明治 37.3- 昭和 15.10　4-87236-039-7　定価 154,000 円 （本体 140,000 円）

Ⅲ期	11 巻　実業学校編「全国実業学校ニ関スル諸調査」明治 40.3- 昭和 15.10　4-87236-062-1　定価 160,194 円 （本体 145,631 円）

Ⅳ期	9 巻　高等女学校・実科高等女学校編　「全国高等女学校・実科高等女学校ニ関スル諸調査」明治 35.6- 大正 15.10 【品切】
Ⅴ期	6 巻　高等女学校・実科高等女学校編　「全国高等女学校・実科高等女学校ニ関スル諸調査」昭和 2.10-15.10

4-87236-126-1　定価 101,456 円 （本体 92,233 円）

時事通信 内外教育版　全 25 巻・別巻 3　渡部宗助編集解説［大空社 1988-97］B5 判　定価 452,100 円 （本体 411,000 円）

■『時事通信内外教育版』〈昭和 21.10-32.2〉。教育ジャーナリズムの先駆、戦後混乱期の教育界（中央・

地方の動向や海外事情）を如実に伝える。学者・文部高官・地方教育家など多彩な執筆陣。

1 期	6 巻（創刊 -300 号〈昭和 21.10.9-27.2.5〉）、別巻（解説、記事総目録・人名 /団体機関名索引）

	 4-87236-036-2　定価 108,900 円 （本体 99,000 円）

2 期	5 巻（301-500 号〈昭和 27.2.8-29.2.5〉）、別巻（記事総目録・人名 /団体機関名索引）4-87236-052-4　　定価 101,200 円 （本体 92,000 円）

3 期	7 巻（501-650 号〈昭和 29.2.9-30.7.26〉）4-7568-0548-5　　定価 121,000 円 （本体 110,000 円）

4 期	7 巻（651-800 号〈昭和 30.7.29-32.2.1〉）、別巻（総目次・索引）4-7568-0676-7　　定価 121,000 円 （本体 110,000 円）

文部省法令年纂　全 30 巻・別巻 1　［大空社1993-95］A5 判　定価 501,942 円 （本体 456,311 円）

■〈文部大臣官房文書課編、大正 13 年版 -昭和 17 年版〉。教育法令約 1450 項目を条文のままに見られる。

1 回	7 巻（昭和 15 ～ 17 年版）4-87236-266-7　定価 117,476 円 （本体 106,796 円）

2 回	6 巻（昭和 12 ～ 14 年版）4-87236-267-5　定価 106,796 円 （本体 97,087 円）

3 回	8 巻（昭和 5～ 11 年版）4-87236-268-3　定価 138,835 円 （本体 126,214 円）

4 回	9 巻（大正 13 ～ 15・昭和 2～ 4年版）・別巻（総目次）　4-87236-269-1　定価 138,835 円 （本体 126,214 円）

文部省学習指導書　全 28 巻　中村紀久二監修［大空社1991.8］A5/B5 判　4-87236-177-6

■小学校・中学校の指導書全 75 冊（昭和 24-49）を教科別に収録。

1.	 一般学習指導法編　4-283-00422-7　定価 10,679 円 （本体 9,708 円）　 【残り１冊】

2-4.	 国語編　4-283-00423-5　定価 26,699 円 （本体 24,272 円）　 【残り１組】

5,6.	 社会編　4-283-00424-3　定価 17,087 円 （本体 15,534 円） 7,8.	 算数（数学）編　4-283-00425-1　定価 10,679 円 （本体 9,708 円）

9-13.	 理科編　4-283-00426-X　定価 40,582 円 （本体 36,893 円） 14-17.	音楽編　4-283-00427-8　定価 33,107 円 （本体 30,097 円） 

18-20.	図画工作（美術）編　4-283-00428-6　定価 18,156 円 （本体 16,505 円）

21,22.	 体育（保健体育）編　4-283-00429-4　定価 20,292 円 （本体 18,447 円）

23-25.	家庭（職業・技術家庭）編　4-283-00430-8　定価 21,359 円 （本体 19,417 円）　 【残り数組】

26.	 外国語編　4-283-00431-6　定価 6,408 円 （本体 5,825 円）

27.	 道徳編　4-283-00432-4　【品切】 28.	 特別教育活動・学校行事等編　4-283-00433-2　【品切】

マイクロフィルム版 東京大学法学部附属　
明治新聞雑誌文庫所蔵 教育関係雑誌集成　全 129 リール・別冊1

	［大空社 1995］4-7568-0078-5　セット定価 1,601,942 円 （本体 1,456,311 円）

■ 242 誌 2023 冊収録。中央のみならず全国各地の学校の校友会誌、地元教育会発行の会報など多種多様な貴重史料。別冊（収
録書詳細目録：誌名・発行所・発行地・刊行頻度・判型・収録号数・収録期間）〈別冊分売可〉

【残り２組】

【残り１組】

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

【残り１組】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り 1 組】
（Ⅳ期以外）

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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小学校　全 44 巻・別巻 1　寺﨑昌男監修／小熊伸一解説［大空社1992-95］B5 判　定価 630,098 円 （本体 572,816 円）

■〈同文館、明治 39.4- 大正 1.9〉。教育の理論と実践を結びつけ、教育界にセンセーションを巻き起こし、

教育の改善と普及に大きく貢献したベストセラー誌、明治期の全冊を複刻。

1 回　10 巻（1-10 巻：1巻 1号 -5 巻 6 号〈明治 39.4-41.6〉）4-87236-229-2　定価 144,175 円 （本体 131,068 円）

2 回　10 巻（11-20 巻：5巻 7号 -7 巻 12 号〈明治 41.7-42.9〉）4-87236-230-6　定価 144,175 円 （本体 131,068 円）

3 回　8巻（21-28 巻：8巻 1号 -9 巻 12 号〈明治 42.10-43.9〉）4-87236-231-4　定価 117,476 円 （本体 106,796 円）

4 回　8巻（29-36 巻：10 巻 1 号 -11 巻 12 号〈明治 43.10-44.9〉）4-87236-232-2　定価 106,796 円 （本体 97,087 円）

5 回　8巻（37-44 巻：12 巻 1 号 -13 巻 14 号〈明治 44.10- 大正元 .9〉）・別巻（解説・総目次・著者名索引）4-87236-233-0

定価 117,476 円 （本体 106,796 円）

国民学校 国語読本　全 12 冊　［大空社 2001.10］A5 判　4-7568-0998-7　定価 20,744 円 （本体 18,858 円）

■「ヨミカタ」「よみかた」「初等科国語」〈昭和 16-18〉。戦時下教育を証言。カラー完全複製。

ヨミカタ一・二（1年前・後期用・昭和 16 ～）／よみかた三・四（2年前・後期用・昭和 16 ～）／初等科国語一・二（3年前・後期用・昭和 17

～）／初等科国語三・四（4年前・後期用・昭和 17 ～）／初等科国語五・六（5年前・後期用・昭和 18 ～）／初等科国語七・八（6年前・後期用・

昭和 18 ～）

南洋群島 国語読本　全 8巻　宮脇弘幸監修・解説［大空社	2006.10］A5 判　4-283-00463-4　　定価 108,900 円 （本体 99,000 円）

■戦前・戦中期植民地教育研究に残されていた大きな一角、幻の教科書の全貌。約 30 年の統治期間中、現地人児童

生徒用に編纂・使用された教科書〈第一次～四次、大正 6- 昭和 12〉。芦田恵之助・岩崎俊春・梅津隼人らが編纂。

1. 第一次　南洋群島国語読本　巻一・二　1 年用〈杉田次平、大正 6〉　　2. 第二次　南洋群島国語読本　巻一～三本科用　本科 1 ～ 3 年用〈芦

田恵之助、大正 14〉　　3. 第二次　南洋群島国語読本　巻一・二補習科用　補習科 1・2 年用〈芦田恵之助、昭和 2〉　　4. 第三次　南洋群島国語

読本　巻一～六本科用　本科 1 ～ 3 年用〈岩崎俊春、昭和 7〉　　5. 第三次　南洋群島国語読本　巻一・二・四補習科用　補習科 1・2 年用〈岩

崎俊春、昭和 8〉　　6. 第四次　公学校本科国語読本　巻一～六　本科 1 ～ 3 年用〈梅津隼人、昭和 12〉　　7. 第四次　公学校補習科国語読本　

巻一～四　補習科 1・2年用〈梅津隼人、昭和 12〉　　8.南洋群島国語読本教授書〈芦田恵之助、大正 15〉

南洋群島 国語読本 補遺　宮脇弘幸監修・前田均解説［大空社	2012.2］A5 判　978-4-283-00794-9　　定価 15,400 円 （本体 14,000 円）

■新たに教授書を発見。補遺として刊行。「第四次　公学校国語読本教授書」〈梅津隼人、昭和 12、南洋庁〉。

国語教育　全 33 巻・別巻 1　石井庄司・倉澤栄吉監修／石井・倉澤・桑原隆ほか解説［大空社1993-95］B5 判
定価 630,097 円 （本体 572,815 円） 572,815 円

■〈育英書院、大正 5.1-15.12〉。保科孝一を主幹とする本邦初の国語教育専門誌。

1 回	9 巻（1-9 巻：大正 5.1-7.12）4-87236-849-5　定価 160,194 円 （本体 145,631 円）

2 回	9 巻（10-18 巻：大正 8.1-10.12）4-87236-921-1　定価 160,194 円 （本体 145,631 円）  

3 回	9 巻（19-27 巻：大正 11.1-13.12）4-7568-0001-7　定価 160,194 円 （本体 145,631 円）

4 回	6 巻（28-33 巻：大正 14.1-15.12）・別巻（解説・総目次・著者名索引）4-7568-0113-7　定価 135,923 円 （本体 135,922 円）

教育・国語教育　全 36 巻・別巻 1　滑川道夫・野地潤家監修／川口幸宏・太郎良信・中島和美解説［大空社 1987-88］A5 判
87236-083-4　　定価 638,000 円 （本体 580,000 円）

■〈厚生閣、昭和 6.4-15.3〉。戦前の国語教育雑誌では出色の内容。教育全般から社会問題まで幅広い

誌面、現場教師の息遣いが溢れる。生活綴方教育運動の研究資料の宝庫。

1 回	19 巻（昭和 6.4-10.12）4-87236-063-X　定価 319,000 円 （本体 290,000 円）

2 回	17 巻（昭和 11.1-15.3）・別巻（解説・総目次・著者名索引）4-87236-064-8　定価 319,000 円 （本体 290,000 円）

同志同行　全 35 巻・別巻 1　　石井庄司・野地潤家監修 /石井・野地・青山廣志解説［大空社1989］A5 判
定価 384,465 円 （本体 349,514 円）

■芦田恵之助（1873-1951）主宰〈同志同行社、昭和 5.1-30.1〉。国語教育実践の最高峰・芦田と全国各地域で実践にうちこむ同

志との交流の場。「全生活を教育と観ずる者を同志といひ、教壇を熱愛するものを同行といふ」。

1 期	18 巻（1-18 巻：昭和 5.1-12.7）4-87236-063-X　定価 192,233 円 （本体 174,757 円）

2 期	17 巻（19-35 巻：昭和 12.8-30.1）・別巻（解説・総目次・著者名索引）4-87236-064-8　定価 192,233 円 （本体 174,757 円）

実演お話集　全 9巻　石井庄司・滑川道夫解説［大空社 1989.10］A5 判　4-87236-082-6　定価 83,600 円 （本体 76,000 円）

■〈大塚講話会、大正 10-15〉。東京高等師範学校大塚講話会は 1915・大正 4 年創設、教育者を志す学生が、

児童・青少年に対して語るお話の仕方、話材などを研究し、また創造・実演して、全国の学校を巡回した。

音声言語の重要性が叫ばれて久しい。話しことば研究の資料としても見直されるべき資料。

【残り数組】

【残り数組】

【残り数組】

【残り１組】

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り２組】

【残り数組】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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児 童　全 21 巻・別巻 1　波多野完治・細谷俊夫監修／西村誠解説［大空社 1988-89］A5 判　定価 290,400 円 （本体 264,000 円）

■〈刀江書院、昭和 9.6-15.12〉。比類ない先駆性。児童理解のための社会的な総合雑誌。今日の子ども観の原点をみる。

1 回	8 巻（1-8 巻）4-87236-047-8　定価 108,900 円 （本体 99,000 円）

2 回	9 巻（9-17 巻）4-87236-048-6　定価 99,000 円 （本体 90,000 円）　　3 回	4 巻（18-21 巻）・別巻　4-87236-049-4　定価 82,500 円 （本体 75,000 円）

ラジオが語る子どもたちの昭和史　全 3巻　秋山正美編［大空社 1992.3］A4 判　4-87236-228-4　定価 58,738 円（本体 53,398 円）

■ＮＨＫラジオ「子供の時間」（大正 14- 昭和戦前期）を聴いた子どもたちの世界を、副読本「ラジオ子供のテキスト」〈日本放

送出版協会〉をベースに、昭和の子どもの生活・遊び・夢をテーマ別に編集・再現。放送作品 550、海野十三・荻原井泉水・大

仏次郎・北原白秋・西条八十など錚々たる執筆者。投稿詞作者へのインタビュー記事を収録。

ＤＶＤ版 紙芝居 平和への祈り　ＤＶＤ 1枚（実演約 90 分）［大空社 2013.9］978-4-283-01070-3　定価 5,500 円 （本体 5,000 円）

■町屋住男・N. きいち原作・絵〈自由社〉。永田為春・実演。戦争の臭いが残る街頭で、紙芝居が原爆の悲惨さと平和の尊さを

教えてくれた。第 1～ 30 最終回の全 330 場面完全収録。反核・平和教育の補助教材として。

戦前戦後日本の学級文集　全 20 巻・別巻 1　日本作文の会監修・編［大空社 1993-94］B5 判　定価 299,030 円 （本体 271,845 円）

■実践に生かした作文教育 70 年の結晶。幻の学級文集を全国津々浦々から蒐集。執筆児童数約 12,000 人。戦

前 95 冊・戦後 164 冊〈大正 3- 昭和 35 年〉。編集委員：田宮輝夫・志摩陽伍・村山士郎・梶村光郎・太郎良信

1 期［戦前編］10 巻（1-10 巻）・別巻　4-87236-280-2　定価 160,194 円 （本体 145,631 円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈一部各巻 ・別巻　分売可〉
1.北海道「ひなた」（北海道）他 4冊　　2. 東北 (1)「赤土」（岩手）他 7冊　　3. 東北 (2)「吹雪」（秋田）他 8冊　　4. 関東 (1)「僕達」（茨

城）他 8冊　　5.関東 (2)「原っぱ」（東京）他 10 冊　　6.中部「青い空」（新潟）他 7冊　　7.近畿「地香水」（三重）他 8冊　　8.中国「綴

方町」（鳥取）他 9 冊　　9. 四国「地場」（香川）他 16 冊　　10. 九州・植民地「綴方列車」（福岡）他 8 冊　　別巻「学級文集の研究―生活

綴方と教育実践」

2 期［戦後編］10 巻（11-20 巻）4-87236-281-0　定価 138,835 円 （本体 126,214 円）

11. 北海道「やませ」（北海道）他 14 冊　　12. 東北「北風の子」（青森）他 29 冊　　13. 関東 (1)「青い風」（栃木）他

18 冊　　14. 関東 (2)「森のこみち」（東京）他 7 冊　　15. 中部 (1)「冬近き日々」（新潟）他 25 冊　　16. 中部 (2)「きじゅうき」（静岡）

他 8 冊　　17. 近畿 (1)「せいぎやま」（三重）他冊　　18. 近畿 (2)「ろうばい」（奈良）他 9 冊　　19. 中国・四国「浜っ子」（鳥取）他 12

冊　　20.九州「いとなみ」（福岡）他 13 冊

島小研究報告　全 6 巻・別巻 1　横須賀薫監修［大空社1995］B5/A5 判　　定価 69,418 円 （本体 63,107 円）

■戦後民主教育の原点として全国的に名を知られた群馬県佐波郡島小学校（斎藤喜博校長）の教育実践報告集「島小研究報告」（昭

和 28-35）、『島小十一年史』。

ＤＶＤ 大村はま創造の世界　ＤＶＤ全 3巻・別冊 1　倉澤栄吉構成／ＮＨＫネットワーク制作協力
［大空社 2009.11］978-4-283-00625-6　　定価 16,500 円 （本体 15,000 円）

■ペスタロッチ賞に輝く不世出の教育者・大村（1906-2005）、その素顔の語りを完全収録。「教え」と「学び」の本義を泉のご

とく語り尽くす。「話しことばは、そのひびきの中にこそ、その人の心をきく。」広くて深い知見。　〈別冊 （全語り活字化） 分売可〉

英語教科書名著選集　全 29 巻・別巻1　高梨健吉・出来成訓監修［大空社1992-93］A5 判

■『パーレー万国史』から『ジャック・アンド・ベティ』まで明治から戦後直後までの各世代に親しい代表的教科書 18 点。

1 回	10 巻（1-10 巻）4-87236-236-5　96,117 円　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

1.Parley's	 Universal	 History（パーレー万国史）〈1837〉　　2.Willson's	 Readers（ウイルソン・リーダー）〈1860〉　

3.Michell's	New	School	Geography（ミッチェル万国地理）〈1870〉　　4.Union	Readers（ユニオン読本）〈1871〉　　5-7.National	Readers（ナショ

ナル読本）〈1884〉　　8-10.English	Readers:The	High	School	Series（デニング・リーダー）〈1887〉

2 回	10 巻（11-20 巻）4-87236-237-3　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

11,12.正則文部省英語読本（外山正一）〈1889〉　　13,14.The	Globe	Readers（岡倉由三郎）〈1907〉　　

15,16.New	English	Drill	Books（熊本謙二郎）〈1907〉　17,18.The	International	Readers（増田藤之助）〈1915〉　19,20.Kanda's	Crown	Readers（神

田乃武）〈1916〉

3 回	9 巻（21-29 巻）・別巻　4-87236-238-1　【品切】
21,22.Girl's	New	Taisho	Readers（津田梅子）〈1916〉　　23,24.The	Standard	English	Readers（竹原常太）〈1932〉　25.英語（青木常雄・寺西

武夫）〈1944〉26.Let's	Learn	English〈1947〉　　27.The	World	through	English〈1947〉　　28.The	Road	to	English〈1947〉　　29.Jack	and	

Betty:English	Step	by	Step〈1947〉　別巻「英語教科書の歴史と解題」

【残り１組】

【残り１組】

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り１組】

【残り１組】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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英語教育雑誌目次総覧　全 4巻・別巻 1　出来成訓監修［大空社1992.1］B5 判　4-87236-204-7
定価 93,981円 （本体 85,437 円）

■英語教師が必ず読み理論・実践両面にわたり最新の知見を得ていた主要雑誌を網羅。
1. 英語教授〈1906.12-17.12〉/ 英語の研究と教授〈1932.4-47.9〉/The	 Bulletin〈1923.6-41.12〉/ 英語教育〈1936-44〉　　2. 英語教育

〈1952.4-91.3〉　　3. 新英語教育〈1960-91.3〉　　4.ELEC	 Bulletin・英語展望〈1961.4-90.10〉/ 現代英語教育〈1964.4-91.3〉/ 英語教育評論

〈1967-71〉/ 英語教育展望〈1978.12-81.3〉/ 英語教育ジャーナル〈1980.2-82.9〉　　別巻（著者名索引）

家庭科教育　全 37 巻・別巻 1　藤枝悳子監修／佐々木享・横山悦生解説［大空社1989］A5 判　　定価 426,800 円 （本体 388,000 円）

■「家政教育」→「家庭科教育」〈昭和 21.4-35.12〉。家庭科教育の指標となった専門誌。戦後の動乱期から

高度成長期へと移行する社会情勢を的確に把握し、「家庭科」という一分野から昭和を照らし出す。

1 回	19 巻（1-19 巻：昭和 21.4-30.12）　定価 213,400 円 （本体 194,000 円）

2 回	18 巻（20-37 巻：昭和 31.1-35.12）・別巻（解説・総目次・著者名索引）　定価 213,400 円 （本体 194,000 円）

日本家庭科教育学会誌　全 7巻・別冊 1　日本家庭科教育学会監修［大空社1994-95］B5 判　4-87236-879-7
定価 162,864 円 （本体 148,058 円）

■第 21 号（昭和 52）～第 34 巻 3 号（平成 3）を復刻。別冊は、第 1 号（昭和 35）～第 36 巻 3 号（平成 5）まで

の「総目次・著者名索引」よりなる。

性教育研究基本文献集　全 19 巻・別巻 1　中嶌邦監修［大空社1990-91］A5 判

■最も現代的な課題を根底から捉えるために、大正・昭和の名著を集大成。

1 期	10 巻（1-10 巻）4-87236-156-3　定価 104,661 円 （本体 95,146 円）

1. 性欲教育〈金谷幸太郎、大正 3〉　　2. 年頃の子を持てる父母に代わりて　性に関する講話〈春野道男、大正 9〉/ 如何に

性欲に就いて教ふべきか	父と子の性欲問答〈羽太鋭治・伊藤尚賢、大正 10〉　　3. 性教育〈山本宣治、大正 12〉　　4. 性教

育概論〈市川源三、大正 11〉/ 恋愛教育の基本的教育〈戸塚松子、大正 13〉　　5. 一般児童に対する性愛教育〈関原吉雄、大正 13〉　　6. 我子の

性教育〈三宅やす子、大正 13〉　　7. 女児の性教育〈高橋寿恵、大正 14〉　　8. 性と神経衰弱〈高峰博、大正 14〉　　9. 家庭・学校資料と実際	

性教育の研究〈羽太鋭治、昭和 2〉　　10.性教育に就いて〈星野鉄男、昭和 2〉/性教育の実際〈星野鉄男、昭和 6〉

2 期	9 巻（11 ～ 19 巻）・別巻　4-87236-157-1　【品切】
11. 性教育と婦人衛生〈尼野敬二郎、昭和 3〉　　12. 発情期の教育的研究〈金子近次、昭和 4〉/ 性教育の問題シンポジウム（岩波講座教育科学

12）〈野上俊夫他、昭和 7〉　　13. 性教育と優性問題〈兼子常四郎、昭和 9〉　　14. 思春期男女の性教育〈上村一仁、昭和 9〉　　15. 我が子の性

教育〈大伴茂、昭和 10〉　　16. 性教育の諸問題〈黒滝成至、昭和 11〉　　17. 青年に教ふ〈太田武夫、昭和 11〉　　18. 学生と性教育〈西村伊作・

式場隆三郎、昭和 13〉　　19.結婚新道〈安井洋、昭和 17〉　　別巻（解説）〔中嶌邦・田代美江子〕

社会教育基本文献資料集成　全 22 巻・別巻1　小川利夫監修［大空社1991-92］A5 判

■学校教育の基盤をなす社会教育。時代のオピニオン・リーダーたちが取り組んだ理論・実践を集約。

1 期	9 巻（1-9 巻）4-87236-158-X　【品切】

1.社会教育論〈山名次郎、明治 25〉　　2. 貧児教養の方法〈生江孝之、大正 2〉/救済事業及制度の要義〈井上友一、明治 42〉　　3. 通俗教育論〈庵

地保、明治 18〉　　4.学校中心自治民育要義〈村田宇一郎、明治 43〉　　5.社会教育の実際的研究〈江幡亀寿、大正 10〉　　6.全国社会教育の趨勢〈文

部省普通学術局、大正 10〉　　7. 民衆之教化〈松村松盛、大正 12〉　　8. 社会教育の研究〈乗杉嘉寿、大正 12〉　　9. 社会教育の理論と実際〈植

木政次郎、大正 13〉

2 期	13 巻（10-22 巻・別巻 1）4-87236-159-8　定価 173,544 円 （本体 157,767 円）

10. 欧米労働教育〈山田敏一、大正 11〉　　11. 成人教育〈文部省普通学術局、大正 13〉　　12. 社会教育学概論〈春山作樹、

昭和 7〉/ 春山作樹著作目録〈春山会〉　　13. 現代人の修養と教育〈春山作樹、昭和 9〉　　14. 社会教育思想〈小尾範治、昭

和 6〉　　15. 社会教育概論〈小尾範治、昭和 11〉　　16. 社会教育の体系と施設経営・体系編〈川本宇之介、昭和 6〉　　17. 社会教育の体系と施

設経営・経営編〈川本宇之介、昭和 6〉　　18. 公民政治論〈蝋山政道、昭和 6〉　　19. 社会教育〈高田保馬・森口繁治、昭和 7〉　　20. 教育の革

命時代〈土田杏村、大正 13〉　　21.万人労働の教育〈下中弥三郎、大正 12〉/ 労働問題の文化的意義〈大山郁夫、大正 8〉　　22. 労働学校研究〈浅

野研真、大正 14〉/ 水平社教育方針書 1-3〈大正 15〉　　別巻「近代日本社会教育論の探求―基本文献資料と視点」〔解説：小川利夫・新海英行・

松田武雄・望月彰ほか〕

新社会教育講義　小川利夫・新海英行編［大空社1991.10］A5 判　4-87236-179-2　　定価 3,204 円 （本体 2,913 円）

■社会教育基礎論（発達形態論、思想と歴史）、社会教育計画論（ユネスコ学習権宣言、関係団体論、学校と

社会教育、施設論、行財政論）、社会教育実践論（家庭教育、社会変貌と青年の学習、婦人問題、高齢化社会、

社会福祉、学級・講座論、国民の自己教育運動、労働者・農民の学習運動など）。

【残り数組】

【残り１組】

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り２組】

【残り２冊】

【残り１組】

【残り１組】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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校外教育基本文献集　全 7巻・別巻 1　松永健哉監修［大空社1988.9］A5 判上製／紙芝居A3判
4-87236-045-1　　定価 60,500 円 （本体 55,000 円）

■学校教育と並び全人的教育の両輪をなし、社会教育の要素を含む校外教育は今日とみに重要性が高まっている。理論と実践の

両面から意義ある資料を厳選複刻。

1. 生きる悲哀〈椎名龍徳、大正 14〉〔解説：望月彰〕　　2. 子供の自治生活〈松永健哉、昭和 11〉〔解説：清水康幸〕　　3. 京都を中心とせる校外

教育〈京都市小学校教員会研究部、昭和 13〉〔解説：畑潤〕　　4. 学校少年団の理論と訓練〈大沼直輔、昭和 13〉〔解説：上平泰博〕　　5. ソヴェ

ト教育の全貌〈大竹博吉、昭和 8〉〔解説：松永健哉〕　　6. 校外教育 (3 月号 -7 月号 )〈内外通信社、昭和 13〉〔解説：清水康幸・上平泰博・竹

内敏〕　　7.紙芝居「人生案内」〈東京帝大セツルメント児童部製作、昭和 8〉〔解説：松永健哉〕　　別巻（文献解説）

教育学研究　全 15 巻　日本教育学会編［大空社1993］B5 判　4-87236-842-8　　定価 160,194 円 （本体 145,631 円）

■〈日本教育学会、26-40 巻（1959-73）〉。教育学界最高最大の機関誌。戦後の大刷新を経て新時代を

開いた節目の時期 15 年分。

『教育学研究』総目次・総索引　［大空社1993］B5 判　4-87236-843-6　　定価 8,544 円 （本体 7,767 円）

■日本教育学会『教育学研究』第 13-59 巻（1944-92）の総目次・総索引。

大学における教員養成 国立大学協会教員養成制度特別委員会報告書　全 3 巻・別冊1

山田昇監修・解説［大空社1998.10］4-7568-0841-7　　定価 40,700 円 （本体 37,000 円）

■1972-97年までの委員会調査報告研究成果。別冊「国立大学協会教員養成制度特別委員会小史」。B5判各 450頁

大学及大学生　全 9 巻・別巻1　田中征男解説［大空社1989］A5 判　　定価 118,544 円 （本体 107,767 円）

■〈進文館、大正6.11-8.5〉。「大学は、真理の討究と文化の向上と英俊の育成とを以て、その存立の第一義とす」。高等教育の政策や問

題が大きく展開した時代に、錚々たる識者が批判・論述・解説を展開。

1回	7巻　4-87236-065-6　定価 85,437 円 （本体 77,670 円）	 	 2 回	2 巻・別巻　4-87236-066-4　定価 33,107 円 （本体 30,097 円）

現代教育家評伝　為藤五郎著［大空社1986.1］A5 判　4-87236-017-6　定価 11,000 円 （本体 10,000 円）

■〈文化書房、昭和11〉。大正末～昭和初期に教育界で活躍した500人の風貌を生き生きと伝える。

＊＊＊

全国小学校連合女教員会雑誌　全 18 巻・別巻 1　新井淑子解説［大空社1987-88］A5 判

■〈小学校女教員→かがやき→教育女性、大正 14.10- 昭和 18.11〉。女教員会は帝国教育会・第2回全国小学校女教員会議（1920 年）

決議により1924（大正 13）年に結成され、「女教員の資質改善と教育能率の増進」を目指し会誌を発行。論文・研究、実践報告、各種

記録・報告は、婦人運動、労働問題、女性の思想・文化史、教育史など貴重なドキュメントをなしている。

1 回	5 巻（1-5 巻）原誌 1-6 巻　4-87236-033-8　定価 82,500 円 （本体 75,000 円）

2 回	7 巻（6-12 巻）原誌 7-13 巻　4-87236-034-6　定価 107,800 円 （本体 98,000 円）

3 回	6 巻（13-18 巻）原誌 14-19 巻・別巻　4-87236-035-4　【品切】

近代婦人雑誌目次総覧　全 15 巻　近代女性文化史研究会編［大空社	1985-86］A5 判　　定価 242,000 円 （本体 220,000 円）

■女学新誌・女鑑・家庭雑誌・婦人衛生雑誌・女学世界・女子教育・女子青年…明治～昭和 20 年までに発行された

婦人関係雑誌の中から研究に必要とされるものを厳選し、原則として創刊～終刊までの目次を原誌のまま収録。解題

発行年月日、著者名索引、各誌所蔵調査一覧など収録。付・婦人関係主要雑誌年表（明治～昭和前期）。

1期	5 巻（1-5 巻）［1985.4］4-87236-008-7　定価 77,000 円 （本体 70,000 円）

1.女学新誌〈明治17.6-18.9〉/日本乃女学〈明治 20.8-22.12〉/貴女之友〈明治 20.9-25.2〉/婦女雑誌〈明治 24.1-27.12〉　　2.女鑑〈明治 24.8-42.3〉3.女

子之友〈明治30.6-39.5〉/をんな→なでしこ→大和なでしこ〈明治34.1-45.7〉　　4. 家庭雑誌〈明治 25.9-31.8〉/日本之家庭〈明治 28.12-32.2〉/家庭

教育〈明治32.3-32.10〉/日本廼家庭〈明治33.1-33.2〉/淑女〈明治32.1-34.10〉　　5. 婦人衛生会雑誌→婦人衛生雑誌〈明治 21.2-大正 15.12〉

2 期	5 巻（6-10 巻）［1985.10］4-87236-009-5　定価 82,500 円 （本体 75,000 円）

6.女学世界〈明治 34.1-大正 1.12〉　　7.女学世界〈大正 2.1-14.6〉　　8. 婦人界〈明治 35.7-37.12〉/ムラサキ〈明治 38.7-44.6〉/婦人くらぶ〈明治

41.10-45.4〉/女子教育〈明治37.1-大正 6.10〉　　9. 婦人世界〈明治39.1-大正 13.12〉　　10. 婦人世界〈大正14.1- 昭和 8.5〉

3 期	5 巻（11-15 巻）［1986.04］4-87236-010-9　定価 82,500 円 （本体 75,000 円）

11. 婦人週報〈大正4.11-8.7〉/女性改造〈大正 11.10-13.11〉/婦人界〈大正6.9-11.11〉　　12. 婦人問題〈大正7.10-9.3〉/女性日本人〈大正 9.9-12.9〉

/女性同盟〈大正 9.10-11.12〉/婦選〈昭和 2.1-10.12〉　　13. 職業婦人→婦人と労働→婦人運動〈大正 12.6- 昭和 16.8〉　　14. 家庭〈昭和 6.6-16.8〉/

日本婦人〈昭和17.11-20.1〉　　15. 小学校女教員→かゞやき→教育女性〈大正14.10- 昭和18.12〉/附・処女の友〈大正7.11- 昭和16.1〉/附・女子青年〈昭

和14.5-16.9〉

【残り数組】

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】
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日本の婦人雑誌　全 50 冊・別巻 1　中嶌邦監修［大空社1986.10］4-87236-022-2　　定価 143,000 円 （本体 130,000 円）

■明治期に創刊された150 余誌を超える婦人雑誌から、その果たした役割・史的意義が顕著な雑誌 50 誌を厳選、「原

本に準じて」複製。刊行・編集者の意図、情熱、精神や当時の社会思潮・文化などを実感する恰好の資料。女学

新誌、女学雑誌、女学叢誌、日本之女学、婦人教会雑誌、婦人衛生会雑誌、東京婦人矯風会雑誌、婦人教育雑誌、日本新婦人、文明

の母、大日本婦人教育会雑誌、婦女雑誌、女学世界、婦人界、家庭雑誌、婦人之友、婦人くらぶ、新女界、婦女界、青鞜・・・

『婦人週報』20 世紀女性研究の夜明け　全 7巻・別巻 1［大空社 1994-95］B5 判　978-4-283-01328-5
定価 151,654 円 （本体 137,864 円）

■小橋三四子編集発行〈大正 4.11-8.7〉。『婦人週報』は大正デモクラシーの時代に女性の幸福と進歩を考え続けた週刊研究雑誌。

女性が編集兼発行人となった初めての雑誌でもある。

1 期	5 巻（1-5 巻）4-87236-862-2　定価 103,593 円 （本体 94,175 円）　　2 期 2 巻（6-7 巻）・別巻 4-87236-863-0　定価 48,058 円 （本体 43,689 円）

女 鑑　全 71 巻・別巻 1　中嶌邦監修・解説［大空社1989-93］A5 判　　定価 945,150 円 （本体 859,227 円）

■近代女性史研究の必備文献。2000 人以上の明治を代表する教育者、文学者などの知識人執筆。伝統的女性

観を知るための好史料。近代黎明期の女性を語る婦人総合雑誌全 356 冊。

1 回	9 巻（1-9 巻：1-53 号〈明治 24.8-26.12〉）4-87236-069-9　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

2 回	8 巻（10-17 巻：54-100 号〈明治 27.1-28.12〉）4-87236-070-2　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

3 回	8 巻（18-25 巻：101-147 号〈明治 29.1-30.12〉）4-87236-071-0　定価 104,661 円 （本体 95,146 円）

4 回	8 巻（26-33 巻：148-195 号〈明治 31.1-32.12〉）4-87236-072-9　定価 104,661 円 （本体 95,146 円）

5 回	8 巻（34-41 巻：196-243 号〈明治 33.1-34.12〉）4-87236-073-7　定価 104,661 円 （本体 95,146 円）

6 回	9 巻（42-50 巻：244-13 年 24 号〈明治 35.1-36.12〉）4-87236-074-5　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

7 回	8 巻（51-58 巻：14 年 1 号 -15 年 12 号〈明治 37.1-38.12〉）4-87236-075-3　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

8 回	8 巻（59-66 巻：16 年 1 号 -17 年 12 号〈明治 39.1-40.12〉）4-87236-076-1　定価 104,661 円 （本体 95,146 円）

9 回	5 巻（67-71 巻：18 年 1 号 -19 年 3 号〈明治 41.1-42.3〉）・別巻　4-87236-077-X　定価 103,593 円 （本体 94,175 円）

家政学・生活学研究基礎文献集　全 11 巻　亀高京子・石川寛子監修［大空社1988.6］A5 判　4-87236-040-0
定価 106,700 円 （本体 97,000 円）

■家政学・生活学とはどのような学問か、どうあるべきか。学問として誕生する時期のテーマと論点を押さえる必須文献集。

1. 家事応用理化学〈石澤吉麿、大正 12〉　　2. 家庭物理学十二講〈近藤耕蔵、大正 14〉　　3. 応用家事精義〈大江スミ子、大正 5〉　　4. 生活問

題〈森本厚吉、大正 8〉　　5. 国民生活費の研究〈安藤政吉、昭和 19〉　　6. 改訂	栄養と食物〈澤村真、昭和 4〉　　7. 家族の研究〈戸田貞三、

大正 15〉　　8.育ての心〈倉橋惣三、昭和 15〉　　9. 家事生活概論〈菅原教造、昭和 14〉/ 新家政学〈大熊信行、昭和 18〉　　10.日本家政学〈倉

澤剛、昭和 19〉　　11.家政学原論〈中原賢次、昭和 23〉

日本近代女子高等教育史考 いま女子教育を問う　山田昇著［大空社 1999.3］A5 判
4-283-40001-7　　定価 4,400 円 （本体 4,000 円）

■一歩一歩切り開かれた女子教育の歴史を基礎資料で展望。未刊の翻訳書・宮崎駿児訳「我耳東氏女子教育論」の意義、巌本善治の

女学論・廃娼論、福島四郎、女子師範大学設置運動、国立女子大学創設に関する考察、など。

婦人雑誌の夜明け〈新装普及版〉　近代女性文化史研究会編［大空社 2016.2/ 初版 1989.9］A5 判　978-4-283-01324-7
定価 3,850 円 （本体 3,500 円）

■女性ジャーナリズムの原点に迫る、黎明期の婦人雑誌は近代日本の女性たちに何を与えたか…。
（内容抄）明治婦人雑誌の軌跡、婦人団体機関誌の誕生（婦人衛生会雑誌、東京婦人矯風雑誌）、明治の仏教系婦人雑誌（婦人教会雑誌、婦人世界、

法の母）、『裏錦』とギリシア正教の盛衰：日露戦争期を中心に、婦人雑誌にみる日露戦争（女学世界、婦人界）、明治前期の婦人改良論（中山整

爾）、巌本善治を助けた人（桜井鴎村）、明治母の会と羽仁もと子（家庭之友家計簿）、婦人ジャーナリスト小橋三四子（婦人週報）

大正期の女性雑誌〈新装普及版〉　近代女性文化史研究会編［大空社 2016.2/ 初版 1996.8］A5 判　978-4-283-01322-3
定価 3,850 円 （本体 3,500 円）

■大正期に写し出された社会の状況と比べ、今、どれほどの変化が見られるか…。
（内容抄）［婦人雑誌の諸相］働く女の機関誌、身の上相談、産児調節運動、「婦人週報」　［『青鞜』にかかわった人々］生田長江、木内錠、平井（神

崎）恒、斎賀琴（原田琴子）　［教育にかかわった人々］実業家・広岡浅子（日本女子大学校）、大正新教育運動の一形態（中村春二、成蹊女学校）、

大正期における社会教育の一形態（後藤静香、希望社）

＊＊＊
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鳩が飛び立つ日「石井筆子」読本 男女共同参画と特別支援教育・福祉の母　津曲裕次著　［大空社	2016.3］
B5 判　978-4-283-01325-4　　定価 2,860 円 （本体 2,600 円）

■中学校道徳科教材や高校日本史教科書に取り上げられた先駆者（1861～1944）の、近年まで広く知られなかった生涯が、第一

人者により、時代と重要人物のつながりの中に鮮やかに浮かび上がる。

シリーズ知的障害者教育・福祉の歩み 1　滝乃川学園石井亮一・筆子が伝えた社会史（1）女子教育から知
的障害者教育へ

津曲裕次著［大空社 2012.8］A5 判　978-4-283-01011-6　　定価 1,760 円 （本体 1,600 円）

■『滝乃川学園百二十年史』執筆中および刊行後に明らかになった事実や資料を取り入れ、近代日本の福祉・教育研究に新視点

をもって挑む〈社会史〉として、多くの人が手にしやすい形で刊行。

知的障害者教育・福祉の歩み 滝乃川学園百二十年史　全 2巻　滝乃川学園・津曲裕次監修編集［大空社 2011.12］
B5 判 1850 頁　978-4-283-00700-0　定価 52,800 円 （本体 48,000 円）

■本邦初の知的障害者施設、一民間施設の 120 年に及ぶ実践の歴史を、残された貴重記録を最大限に活かし、学園の乗り越えて

きた苦難と問題を激動の日本近代史の中に明瞭に位置づける。

川田貞治郎の「教育的治療学」の体系化とその教育的・保護的性格に関する研究
小田原家庭学園における着想から藤倉学園における実践まで

　　高野聡子著［大空社 2013.11］A5 判　978-4-283-0800-7　　定価 7,150 円 （本体 6,500 円）

■藤倉学園創設者、川田（1879～1959)の教育的治療学の体系化 <過程 >の全貌が初めて提示される。

高齢者福祉・保健・リハビリテーション雑誌目次総覧　全 7巻・別 1

津曲裕次監修［大空社1994］B5 判　4-87236-935-1　　定価 96,117 円 （本体 87,379 円）

1. 養老事業 (1-34)/ 養老事業だより (1-17)/ 老人福祉 (18-78)/ 季刊老人福祉 (79-104)/ ゆうゆう (1-112)/ 季刊老人問題 (1.1-4.4)/ 老人問題

(5.1-7.6)/Aging(1.1-3.6)/ エイジング (52-83)/ 老人問題研究 (1-8)　　2. 老人ホーム (1-48)/ 老人生活研究 (49-282)/ 高年齢を生きる (1-23,

別冊 1・2)/ 長寿社会 21(1-12)/ 老人保健福祉ジャーナル (13-22)/ シルバーサ - ビス (1-17)　　3. 老人生活 (1-26)/ 新しい老人 (27-155)/ いっ

と(1-40)/ゆたかなくらし(1-150)　4.エルダー(1-172)/高齢者時代(1-33)　　5.老人福祉ニュース(1-54)/ホームヘルパー(55-257)/けあわー

く (1-18)/ 月刊総合ケア (1.1-4.10)　　6. 高齢医学 (1.1-8.4)/Geriatric　Medicine(9.1-29.12)/ 老人科診療 (1-34)/ 老年病 (1-77)　　7. 日本

老年医学会雑誌 (1-30.12)　　別巻（解題・著者名索引・発行年月一覧）

障害者教育・福祉・リハビリテーション目次総覧　全 16 巻・別巻 2

　　津曲裕次監修［大空社1990-91］A5 判　　定価 186,893 円 （本体 169,903 円）

■関係者だけに配布された機関誌等、一般には存在さえ知られていなかった貴重な定期刊行物。

1 期	6 巻（1-6 巻）・別巻 1　4-87236-137-7　定価 80,098 円 （本体 72,816 円）

1. むつぼしのひかり / 内外盲人教育 / 帝国盲教育 / 盲教育 / 帝国盲教育　　2. 盲教育の友 / きのえね / 盲教育評論 / 盲心理論文集 / 盲心理研究

/ 視覚障害教育・心理研究 / 盲教育研究 / 盲教育 / 弱視教育 / 新時代 / 視覚障害　　3. 口なしの花 / 殿坂の友 / 聾唖界 / 聾唖の光 / 聾唖教育 /

口話式聾教育 / 聾口話教育　　4. 聾教育 / 特殊教育 / ろう教育 / 聾教育 / 聴覚障害　　5. みみより　　6. ろう教育科学 / 言語障害研究 / 聴覚言

語障害 /海聴研通信 /季刊ろうあ運動　　別巻（解説他）

2 期	10 巻（7-16 巻）・別巻 1　4-87236-164-4　定価 106,796 円 （本体 97,087 円）

7. 愛護　　8. 児童心理と精神衛生 / 精神薄弱児研究 / 発達の遅れと教育　　9. 特殊教育 / 精薄教育 / 現場のための雑誌精薄教育 / 現場のための

精薄教育 / 精神薄弱問題史研究紀要 / 障害者問題史研究紀要 / 精神薄弱児童教育研究論文集 / 発達教育 / セガン研究 / 療育研究ノート / 自閉児

教育研究 / 精神薄弱者施設史研究 / 発達障害研究 / スペシャルオリンピック　　10.両親の集い / 重障児とその教育 / 重症心身障害研究会誌　　

11. 光明学校紀要 / 肢体不自由児の療育 / 療育 / はげみ　　12. 理学療法と作業療法 / 脳性マヒ児の教育 / 肢体不自由教育 / 運動・知能障害研究

/ われら人間 / 戸山サンライズ情報　　13. リハビリテーション / リハビリテーション医学 / リハビリテーション研究 / 日本義肢装具研究会会報

/ 日本義肢装具学会誌 / リハビリテーションギャゼット / リハビリ手帖 / 職業リハビリテーション / 季刊職リハネットワーク / 理学療法ジャー

ナル / 作業療法ジャーナル　　14. みんなのねがい　　15. 心身障害学研究 / 日本児童協会時報 / 育児雑誌 / 特殊教育学研究 / 特殊教育教材研究

/ 療育の窓 / 障害者問題研究 / 障害者の福祉 / 働く広場　障害者と雇用 / 障害者教育研究 / 福祉機器情報　　16. 月刊障害児教育 / 月刊実践障害

児教育 / 福祉労働 /IYDP 情報 / 障害児体育 / 障害者体育 / 教材教具 / 障害児の診断と指導 / 月刊障害者問題情報 / ネットわーく / 養護訓練研究

　　別巻（解説他）
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と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り１組】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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続 障害者教育・福祉・リハビリテーション目次総覧　全 6巻・別巻 1

津曲裕次監修［大空社1993］B5 判　4-87236-274-8　　定価 104,661 円 （本体 95,146 円）

■＊は『障害者教育・福祉・リハビリテーション目次総覧』第 1,2 期集録の継続誌。

1.［視覚関係］弱視教育研究→盲教育研究、視覚障害児教育研究 / 視覚障害研究 / 感覚代行シンポジュウム / かけはし / 視覚障害歩行研究会論

文集 / 視覚障害者援護のつどい / 歩行者指導員養成講習会 / フォローアップ研修会論文集→歩行訓練研究 / 日本視覚障害リハビリテーション研

究会論文集 / 手話通訳問題研究 / ＊視覚障害　　2.［聴覚関係］吃音研究 / ことばのりずむ / 国立聴力言語障害センター紀要 / 東京教育大学附

属聾学校紀要 / 福祉「真」時代 / 失語症研究 / いくおーる / ＊季刊ろうあ運動→季刊みみ / ＊聴覚障害 / ＊ろう教育科学 / ＊聴覚言語障害 / ＊

みみより　　3.［知能関係］手をつなぐ親たち / いとしご / 大阪府精神薄弱者更生相談所紀要 / 情緒障害教育研究紀要 / 感覚統合研究 / 季刊自

閉症研究　　4.［運動関係］青い芝（記念特別号）/ リハビリティション心理学研究 / 季刊ありのまま / 月刊波 / 神奈川県立ゆうかり園・ゆうか

り養護学校紀要 / 芦屋市立浜風小学校みどり学級紀要 / ＊愛護 / ＊両親の集い　　5.［リハビリテーション関係］リハビリテーションニュース /

京都理学療法士会々誌/神奈川県総合リハビリテーションセンター紀要/リハビリテーション交流セミナー報告書/国立身体障害者リハビリテー

ションセンター研究紀要 /職業リハビリテーション研究 /リハ工学カンハァレンスプログラム /リハビリテーション・エンジニアリング /テクノ

エイド通信	テクニカルエイド /＊リハビリテーション研究 /＊職業リハビリテーション /＊季刊職リハネットワーク /＊リハビリテーション医

学 /＊理学療法ジャーナル /＊作業療法ジャーナル /＊リハビリテーション /＊肢体不自由教育　　6.［共通］東京学芸大学特殊教育研究施設研

究紀要 /ソビエト欠陥学の研究 /特殊教育研究施設報告 /国立特殊教育総合研究所研究紀要 /季刊障害者と生活 /障害者教育科学 /あいのわ　ひ

とりからみんなへ /心身障害児教育論文集 /障害児教育かながわ /特殊教育教材教具開発 /横浜市養護教育総合センター研究紀要 /発達科学研究

所報 /あくしょん /＊月刊実践障害児教育 /＊戸山サンライズ情報 /＊ IYDP 情報 /＊月刊障害者問題情報 /＊季刊福祉労働　　別巻（解説）

心と社会のメンタルヘルス 明るく豊かな学校・家庭・社会のために　全 13 巻・別巻 1

日本精神衛生会監修　［大空社 2001］A5 判　4-283-00193-7　　定価 132,000 円 （本体 120,000 円）

■「心と社会」の特集記事を中心に再編集。現代社会がかかえるもっとも深刻な問題に総合的にアプローチ。ストレス／宗教／

こころとからだ／生きる死ぬ／青少年／いじめ／高齢者／精神保健／医療…。

精神衛生　全 9巻　秋元波留夫解説　［大空社1996］B5 判　4-7568-0304-0　　定価 90,776 円 （本体 82,524 円）

■〈日本精神衛生協会、昭和 6-16〉〈日本精神衛生会、会報、昭和 27-44〉。メンタルヘルスの歴史と展開を知る唯一の精

神衛生誌（「心と社会」の前誌）。

里子・里親という家族 ファミリーホームで生きる子どもたち　　吉田菜穂子著［大空社 2012］A5 判
978-4-283-00797-0　　定価 1,540 円 （本体 1,400 円）

■子どもたちに出会い、里親となり、子どもたちを養育して実親のもとに返し、あるいは社会に旅立たせてきた著者の経験を、“里

親日記”のように語った体験・実話集。

里子事業の歴史的研究福岡県里親会活動資料の分析〈長崎純心大学人間文化研究論文叢書 1〉

吉田菜穂子著［大空社 2011.7］B5 判　978-4-283-00957-8　　定価 3,850 円 （本体 3,500 円）

■里親“当事者”としての豊富な経験をもとに、現代日本の〈里子＝里親〉活動を実証的に捉えた。

児童問題調査資料集成　全 22 巻・別巻1　津曲裕次監修／戸崎敬子解説［大空社1992-93］A5 判

■児童問題の研究・相談機関が残した活動記録（紀要・調査・報告書）を集成。知力調査、家庭などの社会実態の調査・統計群は、

現代の研究・実践者（カウンセリング・精神医学など）が学ぶべき宝庫。開拓者・久保良英らの業績。

1 期	11 巻（1-11 巻）［1992.11］4-87236-263-2　定価 127,087 円 （本体 115,534 円）

1. 児童教育研究会紀要 1,2 巻〈児童教育研究会・大阪、大正 8,9〉　　2. 同 3 巻〈同、大正 9〉/ 大阪市立児童相談所紀要 1

巻〈大阪児童相談所、大正 11〉3. 兵庫県立児童研究所報告 1 輯〈兵庫県立児童研究所、昭和 7〉/ 停滞児童教育研究〈京都

府師範附属小学校、昭和 5〉　　4. 愛知県児童研究所紀要 1,2 輯〈愛知県児童研究所、大正 15・昭和 2〉　　5. 同 3輯〈同、昭和 3〉　　6. 同 4輯〈同、

昭和 4〉　　7. 東京市本郷区小学校特殊児童調査〈東京市役所教育課、大正 7〉/ 東京府（代用）児童研究所報告〈滝乃川学園、昭和 8〉/ 本邦児

童相談所概況〈恩賜財団愛育会・東京、昭和 12〉　　8. 児童研究所紀要 1,2 巻〈児童研究所・東京、大正 7〉　　9. 同 3,4 巻〈同、大正 8,9〉　　

10.同 5巻〈中文館書店・東京、大正 11〉11.同 6巻〈同、大正 11〉

2 期	11 巻（12-22 巻）・別巻［1993.5］4-87236-264-0　　115,534 円　【品切】

12. 児童研究所紀要 7 巻〈中文館書店・東京、大正 12〉　　13. 同 8 巻〈同、大正 14〉　　14. 同 9 巻〈同、大正 15〉　　15. 同 10 巻〈同、昭和 2〉

　　16. 同 11 巻〈同、昭和 3〉　　17. 同 12 巻〈同、昭和 4〉　　18. 同 13 巻〈同、昭和 5〉　　19. 同 14 巻〈同、昭和 7〉　　20. 同 15 巻〈同、昭

和 8〉　　21.同 16 巻〈同、昭和 9〉　　22. 同 17 巻〈同、昭和 12〉　　別巻（解説）

＊＊＊

【残り数組】

【残り１組】

【残り数組】

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り数組】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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新聞総覧　全 33 巻　北根豊監修［大空社1991-95］A5 判　　定価 871,457 円 （本体 792,234 円）

■〈日本電報通信社、明治 43- 昭和 14・18 年版〉。全国の各新聞社・各紙概要、広告統計、関連業界の実態

など近代日本の新聞界を知る貴重資料。樺太・台湾・朝鮮・清国・満洲・ハワイなど海外邦字新聞もほぼ網羅。

1 回	6 巻（明治 43- 大正 5年版）4-87236-181-4　定価 144,175 円 （本体 131,068 円）

2 回	5 巻（大正 6-10 年版）4-87236-182-2　定価 136,699 円 （本体 124,272 円）

3 回	4 巻（大正 11-14 年版）4-87236-183-0　定価 128,156 円 （本体 116,505 円）

4 回	4 巻（大正 15- 昭和 4年版）4-87236-184-9　定価 122,815 円 （本体 111,650 円）

5 回	4 巻（昭和 5-8 年版）4-87236-185-7　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

6 回	5 巻（昭和 9-13 年版）4-87236-186-5　定価 128,156 円 （本体 116,505 円）

7 回	5 巻（昭和 14-18 年版）4-7568-0002-5　定価 105,729 円 （本体 96,117 円）

史料 週報　全 32 巻・別巻 1　藤原彰監修／伊藤俊哉解説［大空社1987-88］A5 判　定価 407,000 円 （本体 370,000 円）

■〈情報委員会→内閣情報部→情報局、昭和 11.10-20.8〉「思想戦の武器・紙の弾丸」毎週膨大な部数が

頒布た政策情報宣伝国策週刊情報誌・全 452 号。

1 回	13 巻（1-13 巻）1-167 号　4-87236-028-1　定価 165,000 円 （本体 150,000 円）

2 回　8巻（14-21 巻）168-273 号　4-87236-029-X　定価 121,000 円 （本体 110,000 円）

3 回	11 巻（22-32 巻）274-452 号・別巻　4-87236-030-3　定価 121,000 円 （本体 110,000 円）

『週報』目次総覧　［大空社 1992.1］A4 判　4-87236-209-8　　定価 13,883 円 （本体 12,621 円）

■前記『史料	週報』〈昭和 11.10-20.8〉の目次復刻。

ラジオ年鑑　全 13 巻　［大空社1989］A5 判　　定価 198,000 円 （本体 180,000 円）

■〈日本放送協会編〉報道関係記事はもとより、演劇演芸・教育・教養・婦人・家庭・子供番組・大衆文化の広範囲にわたる内容。

昭和の世相動向や大衆文化を知る。戦時下外地（朝鮮、台湾、樺太、南洋、関東州、満州国）の放送事情も収録。

1回	7 巻（昭和 6-12 年版）［89.2］4-87236-054-0　定価 104,500 円 （本体 95,000 円）

2 回	6 巻（昭和 13-22 年版）［89.9］4-87236-055-9　定価 93,500 円 （本体 85,000 円）

放送ニュース解説・国策放送　全 7巻・別巻 1　竹山昭子解説［大空社1990.7］A5 判　定価 118,800 円 （本体 108,000 円）

■〈日本放送協会、昭和 12.10-18.12〉。戦時体制下のラジオニュースを記録した唯一の雑誌。

1 回	4 巻「放送ニュース解説」1-114 号〈昭和 12.10-16.3〉4-87236-094-X　定価 69,300 円 （本体 63,000 円）

2 回	3 巻「国策放送」1巻 1号 -3 巻 12 号〈昭和 16.4-18.12〉・別巻　4-87236-095-8　定価 49,500 円 （本体 45,000 円）

放送関係雑誌目次総覧　全 2 巻　吉田裕監修／竹山昭子解説［大空社1992.1］A5 判　4-87236-208-X
定価 36,311円 （本体 33,010 円）

■大正 15 創刊「調査時報」から昭和 18.4「放送」など、戦前から終戦直後発行の 12 誌〈日本放送協会〉683 冊。

（収録誌）調査時報→調査月報→調査時報→放送 / 放送研究〈大正 15.1 ～昭和 18.12〉/ 放送人〈昭和 19.12〉/ 放送調査資料」〈昭和 13.6 ～昭

和 16.12〉/ ラヂオ講演・講座〈昭和 12.5 ～昭和 16.9〉/ 放送〈昭和 16.10 ～昭和 21.11〉/ 放送ニュース解説〈昭和 12.10 ～昭和 16.3〉/ 国策

放送〈昭和 16.4 ～昭和 18.12〉/ 学校放送研究〈昭和 14.11 ～昭和 18.4〉

戦前・戦中のタイにおける日本語普及と諜報工作 チェンマイ日本語学校とインパール作戦　　

山口雅代著［大空社 2016.7］B5 判　978-4-283-01340-7　　定価 4,400 円 （本体 4,000 円）

■タイにおける日本軍の日本語教育への関与、諜報工作との関係や、どのような目的のもと日本語教育が行われたのかを示した

歴史的研究。チェンマイ日本語学校と日本軍について取り上げた初の書。

時事通信 占領期世論調査　全10 巻　吉田裕・川島高峰監修／川島高峰解説［大空社1994.4］B5 判
4-87236-900-9　　定価 117,476 円 （本体 106,796 円）

■〈時事通信社、1946-1950〉。占領期、時事通信社が全国規模で行った稀有の調査。占領期の社会、国民の生活意識を知るため

に不可欠な第一級資料。

1. 食糧危機突破に関する世論調査〈昭和 21〉他　　2. 統制に関する世論調査〈昭和 22〉他　　3. 資料	衆議院議員選挙〈昭和 22〉他　　4. 新聞

に関する世論調査〈昭和 22〉他　　5. 所得税予定申告納税制度に関する世論調査〈昭和 22〉他　　6. 内閣支持について〈昭和 23〉他　　7. 内

閣の経済政策に対する態度（英文報告書）〈昭和 23〉他　　8. 電話に関する調査（普及について）〈昭和 24〉他　　9. 喫煙の習慣と嗜好について

〈昭和 24〉他　　10.「時事世論」第 1号〈昭和 22〉他

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り１組】

【残り２組】

【残り数組】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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世論調査報告書　全 8 巻　佐藤彰解説［大空社1992.4］B5 判　4-87236-242-X　　定価 4,400 円 （本体 4,000 円）

■〈総理府・国立世論調査所、昭和 22-28 年度〉。総理府・国立世論調査所が行った戦後復興期日本人の意識調査報告書 72件。

1.（昭和 22・23）経済実相報告書・祝祭日・牛乳及び乳製品配給・官公吏・交通安全週間ビラ、昭和 29 年「世論調査のやり方」附録・世論調査

一覧表〔解説〕2.（昭和 23・24）国民生活・職業婦人・風紀・農村　　3.（昭和 24・25）社会保障制度・人口問題・青少年・婦人・税制　　4.（昭

和 25・26）住宅・離婚・食糧・教育・人権擁護・農地相続・婦人・地方自治・年賀郵便・漁業・台風水害・郵便・人事・公衆衛生・失業　　5.（昭

和 26・27）学校給食・権利保釈・官庁営繕・警察官の教養・サンマータイム・ルース台風・都市計画・住宅・消防行政　　6.（昭和 27・28）中

小企業・教育行政・農協・受胎調節・地方自治・電話事業・社会教育・婦人と青少年　　7.（昭和 27・28）講和・公職追放・栄典制度・農業団

体再編成・政治意識・警察官の教養・公明選挙・結核・国際問題・家族制度・風紀　　8.（昭和 28・29）教育・和歌山県水害・社会保障制度・

国税・住宅金融公庫・警察官の教養・国民生活・郵政事業・西日本水害

読書世論調査 1947-1970	＋学校読書調査 1955-1970　全 6巻	［大空社 1997.12］A5/B5 判　
4-7568-0704-6　　定価 104,500 円 （本体 95,000 円）

■〈毎日新聞社、1948-70〉。長期にわたる比類なき蓄積、年次報告書を集成。1954 年開始「学校読書調査」

併録。ベストセラー・読書時間推移などデータ満載。

1.1947 年度調査・どんな本が読まれるか	第 1回出版世論調査に見る〈昭和 23〉/1949 年度調査・読書世論調査	第 3回〈昭和 24〉/1950 年度調査・

何が読まれているか	第 4 回読書世論調査〈昭和 25〉　　2.1951 年度調査・第 5 回読書世論調査〈昭和 26〉/1952 年度調査・第 6 回〈昭和 28〉

/1953 年度調査・第 7 回〈昭和 29〉/1954 年度調査・第 8 回〈昭和 30〉　　3.1955 年度調査・第 9 回読書世論調査〈昭和 30〉/ 何をどのように読

んでいるか	小・中・高読書調査〈昭和 30〉/1956 年度調査・第 10 回読書世論調査、第 3回学校読書調査〈昭和 32〉/1957 年度調査・第 11 回読

書世論調査、第 4 回学校読書調査〈昭和 33〉　　4.1958,59,60 年度調査・第 12,13,14 回読書世論調査、第 5,6,7 回学校読書調査〈昭和

34,35,36〉　　5.「読書世論調査」によるベスト・セラーズの動向〈昭和 36〉/1961 年度調査・第 15 回読書世論調査、第 8 回学校読書調査〈昭

和 37〉/1962 年度調査・第 15 回読書世論調査〈昭和 38〉/1963 年度調査・第 17 回読書世論調査／第 9 回学校読書調査〈昭和 39〉　　6.1964,65

年度調査・第 18,19 回読書世論調査／第 10,11 回学校読書調査〈昭和 40,41〉/1970 年度版 (66-69 年度調査）第 20 ～ 23 回読書世論調査／第 12

～ 15 回学校読書調査〈昭和 45〉

日本占領と社会教育  資料と解説　小川利夫・新海英行編（日本占領と社会教育・第 3 巻）［大空社1991.2］
B5 判　4-87236-165-2　定価 5,339 円 （本体 4,854 円）

■ GHQ による占領期社会教育政策を関係者証言で明らかにするシリーズの資料・解説。

我国における教育委員会制度の研究　尾形裕康監修／長田三男・尾形利雄著
〈民主主義研究会、昭和 37〉［大空社1986.1］A5 判　4-87236-005-2　定価 5,500 円 （本体 5,000 円）

■（内容）アメリカ教育使節団報告書と教育委員会制度、教育委員会制度実施の経緯、地方教育委員会の実情、教育委員会制度改革論

の動向、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律案」をめぐる論叢と同法案の成立、教育委員会制度年表。

複刻版 明治の教育ジャーナリズム　木戸若雄著［大空社1991.3］A5 判　4-87236-128-8　定価 7,476 円 （本体 6,796 円）

■〈近代日本社、昭和 37〉。明治 10 ～ 43 年までの教育雑誌を網羅。巻末に書名・紙誌名・人名・団体名索引。

昭和の教育ジャーナリズム　木戸若雄著／中森善治解説［大空社1990.7］A5 判　4-87236-129-6　定価 7,476 円 （本体 6,796 円）

■教育ジャーナリズムに新境地を拓いた木戸（1907-69）の労作「昭和時代の教育雑誌」『学校運営』（昭和 37.5-40.2）をまとめ

る。昭和初期から 30 年頃までの教育雑誌を網羅。

新聞集成 日の丸・君が代　繁下和雄監修／吹浦忠正解説［大空社1989.8］A4 判　4-87236-068-0　定価 10,680 円 （本体 9,709 円）

■ 1945.12-1989 春掲載の関係記事 600 点厳選復刻復刻編集。　　

ドキュメント 戦後の日本 新聞ニュースに見る社会史大事典　全 50 巻　国立国会図書館編［大空社1994-98］A4 判

■国立国会図書館作成「新聞切抜」資料に基づき昭和 20 ～ 60 年代初期の社会をテーマ別に編集。戦後日本その日その時が注目

し捉えたものから、時代の実相が浮かび上がる。　各巻分売　1 冊定価 33,000 円 （本体 30,000 円）　　　＊一部品切 （多くが在庫僅少です）

1 回［社会編］5巻（1-5 巻）

 1.国民性とナショナリズム　　2.政治意識と道徳意識　　3.死生観　　4.三つの社会事件　　5.憲法と護憲運動

2 回［社会編］5巻（6-10 巻）

 6.都市と辺境　　7.暮しと価値観　　8. 中産階層の形成＊品切　　9.労働者像の変遷　　10.企業経営と労務管理

3 回［社会編］5巻（11-15 巻）

 11.戦後日本の精神病理　　12. 住民運動と平和運動　　13.障害と差別　　14.生活保障と老後　　15.公害

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り２組】

【残り２冊】

【残り数冊】

【残り数冊】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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4 回［政治編］5巻（16-20 巻）

 16.占領下日本　　17. 講和条約　　18.日米安保条約＊品切　　19.アイヌ民族と沖縄問題　　20.在日朝鮮人

5 回［政治編］5巻（21-25 巻）

 21.戦後の政治事件　　22. 市民の自由　　23. 戦後保守政党　　24.中央官庁の動向　　25.皇室と華族

6 回［経済編］5巻（26-30 巻）

 26-28. 戦後日本の経済 1-3　　29. 企業の集中と合併　　30.戦後の財界

7 回［経済編］5巻（31-35 巻）

 31.国家財政の膨張　　32. 開発　　33. 戦後経済の先導者　　34.農業の半世紀＊品切　　35.伝統産業

8 回［文化編］5巻（36-40 巻）

 36.学術と文化の軌跡　　37. メディアと大衆　　38. 教育の変容　　39.大学と学生自治　　40.こどもの戦後

9 回［文化編］5巻（41-45 巻）

 41.流行と習俗　　42. 家族の変容　　43. 女性の戦後　　44.食と住いの文化　　45.東京オリンピック

10 回［科学と自然編］5巻（46-50 巻）

 46.科学技術の歩み　　47. エネルギーの将来　　48. 火山噴火と地震＊品切　　49.医療と疾病の現場　　50.自然保護

国民生活時間調査　全 20 巻　鈴木泰解説［大空社 1990-97］A4 判

■人々の時刻別行動の実態＝戦前から高度成長期に至る日本人の生活変化をたどる貴重調査（日本放送協会）。社会・教育・スポー

ツ・家政・婦人・労働・児童・余暇娯楽・ジャーナリズム研究必備。多分野の視点からの活用可。

1 回　（秘）昭和 16 年調査（日本放送協会）　8巻　4-87236-122-9　定価 96,117 円 （本体 87,379 円）

2 回　昭和 35 年調査（日本放送協会）　5巻　4-87236-153-9　【品切】

3 回　昭和 40 年度調査（日本放送協会放送世論調査所）　3巻　4-87236-173-3　定価 63,010 円 （本体 57,282 円）

4 回　昭和 45 年度調査（日本放送協会放送世論調査所）　3巻［1997.5］4-87236-597-6　定価 70,400 円 （本体 64,000 円）

5 回　昭和 48 年度調査（日本放送協会放送世論調査所）　1巻［1997.5］4-87236-598-4　定価 35,200 円 （本体 32,000 円）

時間貧困からの脱却にむけたタイムユースリテラシー教育　ＥＳＣＡＰ地域の人間開発新戦略
中山節子著［大空社	2014.2］A4 判 236 頁　978-4-283-00650-8　定価 6,181円 （本体 5,619 円）

■ＥＳＣＡＰ地域の生活行動分析を社会・労働・経済から広く文化・ジェンダー・教育研究等に有効な方法として提起する、生

活時間研究の新しい成果。自己の時間使用のあり方を再考し新しい生活を創造する契機を生みだすための実践的な書。

全国県民意識調査 1979 年版　全 2巻・別巻 1　［大空社1997.3］A4/A5 判　4-7568-0374-1　定価 38,500 円 （本体 35,000 円）

■〈ＮＨＫ放送世論調査所編、日本放送出版協会〉。都道府県別意識の違いを調査した画期的データ集。

　別巻（解説編）「日本人の県民性	1979 年版」　4-7568-0376-8　定価 5,500 円 （本体 5,000 円）

老いと死を伝える子どもの本　谷出千代子著［2011.5］A5 判 140頁　978-4-283-00791-8　定価 1,980 円 （本体 1,800 円）

■高齢社会の中の「子どもの本」は、今どういう状況か、これから、どうあるべきか…永年にわたる子どもの読書環境研究の成果。〈子ど

も－大人〉のつながりを見つめ直すヒントと指針を与える「本」への好ガイド。

学校・施設アーカイブズ入門　学校・施設アーカイブズ研究会編著　［大空社 2015.9］B5 判　978-4-283-01318-6
定価 2,750 円 （本体 2,500 円） 

■アーカイブズ（記録史資料を収集・保存・活用するための機能・施設）の基本を理解し、構築の実際を、専門知識がなくても

概観できる待望の入門書。記録集・資料集・各種年史・事業史・施設史・学校史…計画中、進行中、れから考えたい…第一歩に。

＊＊＊

絵図集成 近世子どもの世界　全10 巻　［大空社	1994-95］B5 判　　定価 213,591円 （本体 194,174 円）

■近世子どもの教養世界を総覧する絵図 6,300点。記事のすべてを翻刻、ほとんどが初公開。教育史・庶民文化・

風俗研究に不可欠資料。近世の「子ども」の世界が絵図を通して具体的、立体的に見えてくる。

1回	5 巻（絵図編1-4 巻・翻刻編1巻）4-87236-930-0

［絵図編］　1.子ども・手習い　　2. 諸礼・芸能　　3. 家庭・生活　　4. 職業　　［翻刻編］　1.（絵図編1-4.の翻刻）

2 回	5 巻（絵図編 5-8 巻・翻刻編 2巻）4-87236-931-9

［絵図編］　5.社会・信仰　　6. 名所・旅行　　7. 生物・中国風俗　　8.人物略伝　　［翻刻編］　2.（絵図編 5-8.の翻刻）

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

【残り数組】
（2回以外）

【残り数組】

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html


[ 1 6 ]

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

江戸の処世訓 あつめ草　全 5巻・別巻 1　小泉吉永編［大空社 2013.5］A5 判　978-4-283-00824-3
　定価 101,200 円 （本体 92,000 円）

■江戸時代の市井の人々を魅了した教訓集。現存唯一の完本を初影印。

1.［初篇 10 冊］御代の恩沢〈脇坂義堂、寛政 2〉/ 雨のはれ間〈鎌田一窓、天明 6〉/ 勧孝見せばや〈野村善応、天明 5〉　　2.［二篇 10 冊］売

卜先生安楽伝授〈脇坂義堂、寛政 8〉/孝行になるの伝授〈脇坂義堂、享和 2〉/銀のなる木の伝授〈脇坂義堂、享和 2〉/開運出世伝授〈脇坂義

堂、寛政 11〉/ 鸚鵡問答〈丹羽氏祐、文化 14〉/ 鬼は外〈斉之、安永 10〉/ 坐談随筆〈手島堵庵、明和 8〉　　3.［三篇 10 冊］民の繁栄〈脇坂義

堂、寛政 8〉/ 目の前〈鎌田一窓、天明 7〉/ 勧善小語〈山東指月、安永 8〉　　4.［四篇 10 冊］立身始末鑑〈木南堂、寛政 8〉/ 五用心慎草〈脇

坂義堂、文化 3〉/ 長命になるの伝授〈脇坂義堂、文化 14〉/ 案山子草〈寺井方信、寛政 3〉/ 夜話荘治〈出駒子、天明 2〉　　5.［五篇 10 冊］道

の谺〈鎌田柳泓、文政 2〉/忠孝好人録〈川田資深、寛政 11〉/ 御代の恩〈賀陽山欖光、天明 7〉　　別巻［補遺］（四篇別本）丹堂遺稿〈荒木重範、

明和七年〉/心のちか道（教訓艸）〈河久露宿、天明二年〉/（五篇別本）福神教訓袋（抄）〈鈴木以敬、享保一七年〉/解説・索引

複刻版 貞丈雑記　全4巻　伊勢貞丈著［大空社 2012］A5 判　978-4-283-00823-6　定価 79,200 円 （本体 72,000 円）

■〈天保 14〉。日本のしきたり・礼法と生活文化のルーツが分かる不朽の名著。江戸期故実書の最高峰を原典＝江戸期版本によ

り完全複刻。

経典余師集成　全 10 巻　渓百年編注［大空社 2009］A5 判　　定価 151,800 円 （本体 138,000 円）

■江戸に漢籍独学ブームをまき起こした大ベストセラー〈全 10 部 60 巻 51 冊、天明 6- 天保 14〉。だれでも読める画期的スタイ

ルが江戸庶民の向学心を沸き立たせた。四書五経などの儒教経典。底本書誌解説：小泉吉永。

1 回	6 巻（1-6 巻）978-4-283-00728-4　定価 92,400 円 （本体 84,000 円）

1.四書（大学・論語）　　2.四書（孟子）　　3.四書（中庸）・四書序・孝経・弟子職・孫子　　4. 小学　　5.詩経（国風・小雅）　　6.詩経（小雅・

大雅・頌）

2 回	4 巻（7-10 巻）978-4-283-00729-1　定価 59,400 円 （本体 54,000 円）

7.書経　　8.易経　　9.近思録（道体類～家道類）　　10.近思録（出処類～観聖賢類）

江戸時代庶民文庫
全 100 巻 ・別巻（解題・索引）2

全収録内容

350 余点の資料　

影印 39,000 頁

江戸時代のことならまず

「江戸時代庶民文庫」 から…

好
評
発
売
中

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edo_shomin_checklist_2110.pdf
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女大学資料集成　全 20 巻・別巻 1　石川松太郎監修／小泉吉永編［大空社 2003-05］A5 判　　定価 302,500 円 （本体 275,000 円）

■近世から近現代に及ぶ 260 年の女大学関係基本史料を網羅。日本人の女性論の変遷と諸相を一望。

1 回	8 巻（1-8 巻）4-283-00217-8　定価 110,000 円 （本体 100,000 円）

1. 和俗童子訓〈貝原益軒、宝永 7/ 安永 2〉/ 両葉支鑑〈貝原益軒、寛延 3/ 江戸後期〉　　2. 女用智恵鑑〈柏原屋清右衛門、享保 5〉/ 万宝	女用

智恵鑑錦織〈柏原屋清右衛門、享保 14〉/ 女用智恵鑑宝織〈柏原屋清右衛門、明和 6〉/ 女訓抄〈江戸中期〉　　3.女大学宝箱〈柏原屋清右衛門、

享保元〉/女大学宝箱〈柏原屋清右衛門、文政 12 ほか〉/御家	宝訓女大学〈天保 11 頃〉	/ 女子必読	女訓大学〈天保頃〉	/ 女大学絵抄〈光盛舎

作丸、元治元〉	/ 女大学〈昭和 8〉	/ 女大学〈山田浩通、昭和 10〉　　4.遊女大学教草〈西村定雅、文化 4〉/ 新板重宝	続女大学〈渡辺其寧、天

保 5〉	/ 教訓	新女大学要鑑〈白崎尭谷、慶応 2〉	/ 女大学見立番付〈江戸後期〉	/ 女才学教草〈婦好亭、江戸後期〉　　5.開化女小学〈西野古海、

明治 6〉/開化女大学〈小笠原長信、明治 14〉	/ 近世女大学〈土居光華、明治 7〉　　6. 女黌必読	女訓〈高田義甫、明治 7〉/女学読本〈高田義甫、

明治初〉/ 教諭躾種〈松川半山編、明治 8〉/ 教訓躾種	女子脩身之務〈加藤伴之、明治 23〉　　7. 文明論女大学〈土居光華、明治 9〉/ 脩身女大

学〈青木輔清、明治 10〉/ 改正	女大学〈関葦雄、明治 13〉/ 新撰増補	女大学〈萩原乙彦、明治 13〉　　8. 新撰女大学〈西野古海、明治 15〉/

新選女大学〈佐久間舜一郎・松平直温、明治 17〉/ 女学読本〈田中参編、明治 19〉

2 回	8 巻（第 9-16 巻）4-283-00218-6　定価 110,000 円 （本体 100,000 円）

9.明治女大学〈花房庸夫、明治 22〉/ 新編	女大学〈指原安三、明治 29〉　　10.新撰	女大学〈野中千代子ほか、明治 30〉/ 最新女大学〈吉村秀蔵、

明治 34〉/ 商家娘大学〈中村松太郎編、明治 38〉　　11. 明治女大学〈加藤弘之・中島徳蔵、明治 39〉　　12. 折衷女大学〈奥栄太郎、明治 40〉/

西洋女大学〈フェネロン、明治 45〉　　13.女大学評論・新女大学〈福沢諭吉、明治 33〉/ 標注	女大学〈小林雛子編、明治 42〉/ 懐中	女大学〈鎌

田智編、明治 42〉　　14. 新評女大学〈戸川残花、明治 43〉/ ポケット女大学〈服部北溟編、治 43〉/ 女大学註解〈金沢仁作編、大正 2〉　　

15. 女大学の研究〈東亜協会研究部編、明治 43〉/ 評釈女大学〈棚橋絢子、昭和 13〉　　16. 新女子道	女大学通解〈内田節堂編、大正 2〉/ 女大

学註釈〈伊東与一、大正 5〉

3 回	4 巻（第 17-20 巻）［2005］4-283-00219-4　定価 55,000 円 （本体 5,000 円）

17.女大学批評〈一條忠衞、大正 7〉/女大学と女四書の批判〈井口愛泉、大正 10〉　　18.女大学新旧問答〈川谷致秀、大正 14〉/ 新註	女大学〈平

原北堂編、昭和 18〉　　19. 新釈女大学〈河盛好蔵、昭和 18〉　　20.	『女大学』批判〈中川善之助、昭和 27〉/ 貝原益軒	女大学〈山根章弘訳、

昭和 46〉

別巻（研究論文 /解説 /資料補遺 /関連年表 /語彙分類索引）　4-283-00220-8　定価 27,500 円 （本体 25,000 円）

【残り１組】

明六雑誌・明六雑誌語彙総索引　Ver.2.0　1本　髙野繁男・日向敏彦編（語彙索引）［2015.2］
4-283-01245-5　　定価 46,200 円 （本体 42,000 円）

■日本近代化史上不滅の一級史料。日本語研究のみならず、全ての研究領域に必携のツール。

古今要覧稿　Ver.1.0　1本　屋代弘賢［2015.5］4-283-01247-9　　定価 44,000 円 （本体 40,000 円）

■質と量で圧倒！近世の〈類書〉で最大の業績。日本の事物・故実考証に必携の大叢書。底本＝「国書刊行
会叢書」版全 6冊〈明治 38〉。

群書類従　Ver.2.0　1本　塙保己一［2015.3］4-283-01243-1　　定価 55,000 円 （本体 50,000 円）

■国書・古典究極の叢書。25 部分類・全 530 巻 666 冊。続群書類従完成会版・全 30 巻（大空社刊CD-
ROM版をPDF化）。

北斎漫画　Ver.2.0　1本　葛飾北斎［2015.5］4-283-01246-2　　定価 38,500 円 （本体 35,000 円）

■版本には目次がない！　約 3500 の収録絵図すべてに内容を示す名称（キーワード）を付け索引化。引ける
北斎！

〈大空社デジタル資料叢書［ＵＳＢ版］〉　基本・貴重・研究必須資料を　至便・簡便機能の〈画像＋検索用詳細テキスト〉でデジタル化
　個人で持てない厖大文献が　たった１本の〈ＵＳＢ図書館〉として実現！　データはPDF　美麗収納ケース付

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口のしみ、
表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけますが、新品
と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願いいたします。

★在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と思われます。

　この機会にぜひご検討お願いいたします。

★ご購入〈予定〉ご検討の際、ご予算・お支払いについてのご相談は、

　遠慮なくお申し越しください。お取り置きも検討いたします。

【2022 年 7 月 30 日現在の在庫数です】

学術資料出版

大空社出版
発行/発売

❖ご注文フォーム

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html


[ 1 8 ]

日本教育史基本文献・史料叢書　全 63 巻　寺﨑昌男・久木幸男編［大空社1987-2000］A5 判

■日本教育史研究資料として必要不可欠文献を精選。各巻に解説付き。　いずれも在庫は少なくなっています。
1.	 日本教育史〈文部省、大正3〉320頁　4-87236-601-8　定価 7,262 円 （本体 6,602 円）

2.	 全国附属小学校の新研究〈金港堂編輯部、明治43〉1170頁　4-87236-602-6　定価 26,699 円 （本体 24,272 円）

3.	 日本教育思想史〈安達久、昭和 5〉630頁　4-87236-603-4　定価 12,815 円 （本体 11,650 円）

4.	 国民道徳ニ関スル講演〈文部省・吉田熊次他、明治44〉210頁　4-87236-604-2　定価 5,339 円 （本体 4,854 円）

5.	 修身科講義録〈東京府内務部学務課、明治44〉460頁　4-87236-605-0　定価 10,145 円 （本体 9,223 円）

6.	 全国学校沿革史〈長坂金雄、大正3〉1320頁　4-87236-606-9　定価 28,835 円 （本体 26,214 円）

7.	 思想善導論〈大日本学術協会、昭和 3〉400頁　4-87236-607-7　定価 9,292 円 （本体 8,447 円）

8.	 大学今昔譚〈三宅雪嶺、昭和 21〉340頁　4-87236-608-5　定価 6,408 円 （本体 5,825 円）

9.	 日本近世教育概覧〈文部省総務局、明治 20〉330頁　4-87236-609-3　定価 8,544 円 （本体 7,767 円）

10.	 教育史余材〈横山健堂、明治41〉340頁　4-87236-610-7　定価 8,544 円 （本体 7,767 円）

11.【品切】大学々生溯源	全（上・下）※下巻新組〈橋南漁郎、明治43〉

12.	 石上宅嗣卿〈石上宅嗣卿顕彰会、昭和 5〉180頁4-87236-612-3　定価 4,271円 （本体 3,883 円）

13.【品切】大学の運命と使命〈帝国大学新聞社編輯部、昭和 5〉370頁　4-87236-613-1　《POD 版有り》
14.【品切】近世学校教育の源流〈高橋俊乗、昭和18〉660頁　4-87236-614-X　《POD 版有り》
15.	 日本に於ける耶蘇会の学校制度〈シリング・岡本良知訳、昭和18〉300頁　4-87236-615-8　定価 7,476 円 （本体 6,796 円）

16.	 　　　　　　　　女子教育特輯	野間教育研究所紀要第1輯〈土屋忠雄ほか、昭和 22〉300頁　4-87236-616-6　定価 7,476 円 （本体 6,796 円）

17.【品切】金沢文庫の研究〈関靖、昭和 26〉

18.	 明治末期社会教育観の研究	野間教育研究所紀要第20輯〈倉内史郎、昭和 36〉210頁　4-87236-618-2　定価 5,339 円 （本体 4,854 円）

19.	 篭谷次郎日本教育史論集：明治期地方教育史の諸問題〈篭谷次郎、新編集〉380頁　4-87236-619-0　定価 10,680 円 （本体 9,709 円）

20.	 巽軒博士倫理的宗教論批評集第1輯〈秋山悟庵、明治35〉410頁　4-87236-620-4　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

21.	 日本教育史	上・下〈加藤仁平、昭和12・14〉490頁　4-87236-621-2　定価 14,951円 （本体 13,592 円）

22.	 寄宿舎と青年の教育〈滝浦文弥、大正15〉450頁　4-87236-622-0　定価 13,883 円 （本体 12,621円）

23.	 学校改良論〈寺田勇吉、明治31〉250頁　4-87236-623-9　定価 8,544 円 （本体 7,767 円）

24.	 学校観の史的研究第2 篇	野間教育研究所紀要第27集〈寺﨑昌男ほか、昭和 47〉320頁　4-87236-624-7　定価 10,680 円 （本体 9,709 円）

25.	 明治教育思想史〈藤原喜代蔵、明治42〉780頁　4-87236-625-5　定価 20,292 円 （本体 18,447 円）

26.	 児童読物の研究〈京都市小学校教員会研究部、昭和 2〉360頁　4-87236-626-3　定価 9,612 円 （本体 8,738 円）

27.	 高橋俊乗日本教育史論纂〈高橋俊乗〉770頁　4-87236-627-1　定価 20,292 円 （本体 18,447 円）

28.	 教育史料雑考〈三浦藤作、昭和 7〉660頁4-87236-628-X　定価 18,156 円 （本体 16,505 円）

29.	 財団法人大日本婦人教育会五十周年記録〈大日本婦人教育会、昭和12〉570頁　4-87236-629-8　定価 16,019 円 （本体 14,563 円）

30.	 明治少年文化史話〈木村小舟、昭和 24〉410頁　4-87236-630-1　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

31.	 教育史（日本現代史大系）〈宮原誠一、昭和 38〉420頁　4-87236-631-X　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

32.	 近世豪農の学問と思想〈柴田一、昭和 41〉550頁　4-87236-632-8　定価 14,951円 （本体 13,592 円）

33.	 ①教科書国定化問題論纂：教育界の厄はらい／②教科書国定ニ就テ／③欧羅巴各国ニ於ケル教科書制度ノ調査 -附我国ノ教科書制度ヲ論ズ／

	 ④国定教科書に関する沢柳普通学務局長の演説〈①②菊池勉／③④山田禎三郎、①②③明治36／④明治38〉〔解説：梶山雅史〕380頁

	 　4-87236-633-6　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

34.	 赤門生活〈南北社、大正 2〉〔解説：中野実〕340頁　4-87236-634-4　定価 10,680 円 （本体 9,709 円）

35.	 増補王朝教育史資料〈春山作樹、昭和 5〉〔解説・原本訓読：久木幸男〕250頁　4-87236-635-2　定価 10,680 円 （本体 9,709 円）

36.	 小学校教授法沿革史〈佐々木清之丞、昭和 5〉〔解説：鈴木そよ子〕390頁　4-87236-636-0　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

37.【品切】幼児保育史〈古木弘造、昭和 24〉〔解説：宍戸健夫〕

38.	 日本児童文章史〈西原慶一、昭和 27〉〔解説：太郎良信〕860頁　4-87236-638-7　定価 26,699 円 （本体 24,272 円）

39.　京都府初等教育優良事蹟第1篇〈京都府第二部学務課、明治39〉〔解説：三原芳一〕410頁　4-87236-639-5　定価 12,870 円 （本体 11,700 円）

40.	 京都府初等教育優良事蹟第2 篇〈京都府内務部学務課、明治41〉〔解説：三原芳一〕260頁　4-87236-640-9　定価 8,250 円 （本体 7,500 円）

41.	 全国優良小学校実況〈文部省、明治42〉〔解説：笠間賢二〕470頁　4-87236-641-7　定価 13,200 円 （本体 12,000 円）

42.	 自治及修身教育批判〈東京市政調査会、大正13〉〔解説：小川剛〕190頁　4-87236-642-5　定価 4,950 円 （本体 4,500 円）

43.　近世教育史の諸問題〈石川謙、大正15〉〔解説：石川松太郎〕460頁　4-87236-643-3　定価 14,190 円 （本体 12,900 円）

44.	 育英十年〈京都府師範学校附属小学校第二教室、昭和 3〉〔解説：田中耕治〕210頁　4-87236-644-1　定価 6,050 円 （本体 5,500 円）

45.	 日本之儒教〈日本儒教宣揚会、昭和 9〉〔解説：駒込武〕330頁　4-87236-645-X　定価 9,350 円 （本体 8,500 円）

46.	 小西信八先生存稿集〈小西信八・小西信八先生存稿刊行会、昭和10〉〔解説：平田勝政〕280頁　4-87236-646-8　定価 8,250 円 （本体 7,500 円）

47.	 中等教育の革新〈谷本富・谷本先生遺稿出版委員会、昭和 37〉〔解説：斎藤利彦〕220頁　4-87236-647-6　定価 6,050 円 （本体 5,500 円）

48.	 学生風紀問題〈井田竹治、明治35〉〔解説：富岡勝〕190頁　4-87236-648-4　定価 5,500 円 （本体 5,000 円）

49.	 教育勅語衍義集成〈峰間信吉、昭和12〉〔解説：岩本努〕480頁　4-87236-649-2　定価 15,400 円 （本体 14,000 円）

50.	 教育史研究　創刊号～第 7号〈教育史研究会、昭和 30～34〉〔解説：森川輝紀〕480頁　4-87236-650-6　定価 15,400 円 （本体 14,000 円）

51.	 我国における千字文の教育史的研究	本編〈尾形裕康、昭和 41〉〔解説：石島庸男〕470頁　4-87236-651-4　定価 15,400 円 （本体 14,000 円）

52.	 我国における千字文の教育史的研究	図録編〈尾形裕康、昭和 41〉〔解説：石島庸男〕290頁　4-87236-652-2　定価 8,800 円 （本体 8,000 円）

53.	 私の聞書き帖〈大西伍一、昭和 43〉〔解説：小林千枝子〕360頁　4-87236-653-0　定価 11,000 円 （本体 10,000 円）

54.	 優良小学校之実際	上〈教育実験界編纂部、明治42〉〔解説：笠間賢二〕350頁　4-87236-654-9　定価 11,000 円 （本体 10,000 円）

55.	 優良小学校之実際	下〈教育実験界編纂部、明治42〉〔解説：笠間賢二〕430頁　4-87236-655-7　定価 13,200 円 （本体 12,000 円）

56.	 明治大正教育教授物語〈教育週報社、昭和 4〉〔解説：吉村敏之〕390頁4-87236-656-5　定価 12,100 円 （本体 11,000 円）

57.	 聖堂略志〈中山久四郎、昭和10〉〔解説：橋本昭彦〕200頁　4-87236-657-3　定価 6,600 円 （本体 6,000 円）

58.	 明治以降裁縫教育史大要裁縫関係法令抄〈渡辺学園、昭和15〉〔解説：桑田直子〕260頁　4-87236-658-1　定価 7,700 円 （本体 7,000 円）

59.	 日本日曜学校史〈山本忠興、昭和16〉〔解説：梶村光郎〕320頁　4-87236-659-X　定価 9,900 円 （本体 9,000 円）

60.　漢学塾を中心とする江戸時代の教育〈佐々木清之丞、昭和18〉〔解説：川村肇〕280頁　4-87236-660-3　定価 8,800 円 （本体 8,000 円）

61.	 新制大学への道〈学徒図書組合文化部、昭和 24〉〔解説：寺崎昌男〕200頁　4-87236-661-1　定価 6,600 円 （本体 6,000 円）

62.	 専門学校資料	上・下〈文部省大学学術局技術教育課、昭和 31〉〔解説：羽田貴史〕570頁　4-87236-662-X　定価 11,000 円 （本体 10,000 円）

63.	 教師の社会的地位〈細谷恒夫、昭和 31〉〔解説：若井弥一〕460頁4-87236-663-8　定価 15,400 円 （本体 14,000 円）
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本人の肉声で聞く！　耳から伝わる、感動的な、さまざまな味わいのある人生！
あの「戦争」をくぐりぬけてきた人ばかり ... 知らない世代へ語り伝える人生談の宝庫！

ＮＨＫわたしの自叙伝 〈ＣＤ〉全39枚（全78人）

付・解説書 1［発行：ＮＨＫサービス出版センター	2012 刊］
（1 枚に 2 名収録） 各 3,850 円 （本体 3,500 円）

政治家・実業家・事業家・社会運動家・教育者・学者・研究者・ジャーナリスト・作家・芸術家・デザイナー・演劇人・映画人・俳優・
スポーツ人―全78人。現代日本のさまざまな分野で活躍し名を残す “あの人” たちが、じっくりと自らを語る貴重な音声記録。
■このCDはNHK 教育テレビで放送「わたしの自叙伝」（1978-81年）の音声のみを収録したものです。分野に分けて１枚に2 名を収録しています。

↓　＊CD№でご注文ください。
	12	［文芸 1］丹羽文雄（作家	1904-2005）母への愛憎 / 井上光晴（作家	1926-92）海底炭坑の青春
	13	［文芸 2］尾崎一雄（作家	1899-1983）病と貧乏と芳兵衛と / 黒岩重吾（作家	1924-2003）わが闘病時代
	14	［文芸 3］大原富枝（作家	1912-2000）ふり返る青春 / 田宮虎彦（作家	1911-88）父子のきずな
	31	［文芸 4］中村真一郎（作家・小説家	1918-97）母と女のあいだに / 山本茂實（作家	1917-98）野麦峠への道
	32	［文芸 5］石垣りん（詩人	1920-2004）わたしの前に詩集が三つ / 松田解子（作家	1905-2004）はるかなる銅山
	15	［文化・芸術 1］新藤兼人（映画監督	1912-2012）一家離散の記憶 / 今井正（映画監督	1912-91）レッドパージの頃
	16	［文化・芸術 2］今日出海（評論・演出家	1903-84）ルソン島脱出記 / 依田義賢（脚本家・映画	1909-91）映画スタジオの青春
	17	［文化・芸術 3］渡辺暁雄（音楽家・指揮者	1919-90）母を語る / 高木東六（音楽家・作曲家	1904-2006）パリ留学時代
	33	［文化・芸術 4］高光一也（画家	1907-86）仏の道と絵の道と / 八木一夫（陶芸家	1918-79）オブジェ焼誕生のころ
	34	［文化・芸術 5］寿岳文章（英文学者・書誌学	1900-92）紙すき村	行脚のころ / 大江巳之助（文楽人形師	1907-97）人形に魂をこめて
	35	［文化・芸術 6］手塚治虫（漫画家	1928-89）こども漫画 33 年 / 田河水泡（漫画家	1899-1989）のらくろ誕生前後
	36	［文化・芸術 7］横山泰三（漫画家	1917-2007）プーさんの誕生 / 濱谷浩（写真家	1915-99）雪国からの出発
	5	［学問・研究 1］今西錦司（人類学者・登山家	1902-92）山と探検 / 川喜田二郎（人類学・地理学者・登山家	1920-2009）ネパール山岳

民族のなかで
	6	［学問・研究 2］有賀喜左衛門（農村社会学者	1897-1979）民族の心をもとめて / 宮本常一（民俗学者	1907-81）民俗学との出会い
	7	［学問・研究 3］井上光貞（日本史・古代学者	1917-83）戦時下に古代を読む / 江上波夫（東洋史・考古学者	1906-2002）黄塵万丈モン

ゴルをゆく
	8	［学問・研究 4］直良信夫（考古学者・古生物	1902-85）明石原人発見 / 末永雅雄（考古学者・古墳	1897-1991）古墳遍歴
	9	［学問・研究 5］本田正次（植物学者	1897-1984）草木を友に / 木原均（遺伝学・生物学者	1893-1986）小麦をえらんだ道
	26	［学問・研究 6］丹下健三（建築家	1913-2005）建築・道・ひろば・都市 / 福山敏男（建築史家	1905-95）「古代建築史」修行五十年
	27	［学問・研究 7］島秀雄（鉄道技術者	1901-98）Ｄ 51 誕生の頃 / 茅誠司（物理学者	1898-1988）南極観測のころ
	28	［学問・研究 8］早石修（医学者・細胞生物学	1920-2015）占領下の米国留学 / 河村郁（看護学	1902-90）結核根絶をめざして
	29	［学問・研究 9］平澤興（医学者・脳神経解剖学	1900-89）京の田舎人 / 湯浅八郎（教育者・昆虫学	1890-1981）両大戦下でのアメリカ

体験
	10	［教育・宗教 1］林竹二（教育学者・教育家	1906-85）子供とともに育つ / 大村はま（教育者	1906-2005）教えつづけた 50 年
	11	［教育・宗教 2］城戸幡太郎（教育学者・教育家	1893-1985）教育改革の旗の下に / 松前重義（教育者	1901-91）青年道場「望星学塾」

の日々
	30	［教育・宗教 3］葉上照澄（天台宗僧侶・大阿闍梨	1903-89）敗戦と千日回峰行 / 小笠原英法（女優・尼僧	1914-2002）舞台を捨てて仏

門へ
	18	［芸能・スポーツ他 1］博多淡海（喜劇役者・座長	1930-81）仁輪加仕立ての旅烏 / 北條秀司（劇作家・著述家	1902-96）名優たちとの幾

年月
	19	［芸能・スポーツ他 2］森繁久彌（俳優	1913-2009）放浪の青春 / 芦田伸介（俳優	1917-99）大陸彷徨記
	20	［芸能・スポーツ他 3］長谷川一夫（俳優	1908-84）ベルばら演出のころ / 田中千代（服飾家・教育者	1906-99）わが留学記
	37	［芸能・スポーツ他 4］橋本宇太郎（囲碁棋士	1907-94）空襲下の対局 / 笑福亭松鶴（落語家	1918-86）おおけにおやっさん
	38	［芸能・スポーツ他 5］平川唯一（アナウンサー・ラジオ英会話講師	1902-93）カムカム英語の青春 / 辻嘉一（料理人	1907-88）しゅんに

生きて
	39	［芸能・スポーツ他 6］川上哲治（プロ野球選手・監督・解説者 1920-2013）球道開眼 / 島岡吉郎（大学野球監督	1911-89）熱球 30 年
	2	［社会・実業 1］むのたけじ（新聞記者・ジャーナリスト	1915-2016）たいまつ新聞創刊まで / 森恭三（新聞記者・ジャーナリスト	1907-84）

ニューヨークで聞いた開戦
	3	［社会・実業 2］扇谷正造（評論家	1913-92）地方的文化人の半生 / 小林勇（岩波書店会長・文人画家	1903-81）出版人の 50 年
	4	［社会・実業 3］石垣綾子（評論家	1903-96）大恐慌のアメリカに生きて / 丸岡秀子（評論家	1903-90）胸の中に墓標がいっぱい
	22	［社会・実業 4］永野重雄（実業家	1900-84）母の愛情に負けた腕白少年 / 水上達三（実業家	1903-89）貿易・戦中戦後
	23	［社会・実業 5］瀬川美能留（実業家	1906-91）父の死 / 吉野俊彦（経済評論家	1915-2005）森鴎外を友として
	24	［社会・実業 6］高柳健次郎（技術者	1899-1990）テレビ事始め / 井深大（技術者・実業家	1908-97）トランジスターラジオ誕生のころ
	25	［社会・実業 7］黒沢酉蔵（実業家	1885-1982）田中正造との出会い / 山内みな（社会運動家	1900-90）東京モスリン会社争議のころ
	1	［政治 1］蜷川虎三（政治家	1897-1981）負ける時は死ぬ時 / 藤山愛一郎（政治家	1897-1985）闘病・外遊の青春
	21	［政治 2］福本和夫（評論家	1894-1983）獄窓十余年 / 太田薫（労働運動家	1912-98）三池闘争のころ
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伝記叢書　［大空社	1987-2012］A5 判　（既刊 366 巻より）
■人を知る基本〈伝記〉　有名・無名にかかわらず、近代日本のあらゆる分野で足跡を遺した人々の伝
記（自伝・遺稿集を含む）を網羅的に復刻（【テーマ別】配本）。　［人名＝被伝記者］〔解説執筆者〕

【教育 ・福祉】

1.	 江木千之翁経歴談	上〈江木千之翁経歴談刊行会、昭和 8〉660 頁　4-87236-300-0　定価 14,300 円 （本体 13,000 円）

2.	 江木千之翁経歴談	下〈江木千之翁経歴談刊行会、昭和 8〉〔伊藤敏行〕770 頁　4-87236-301-9　定価 15,400 円 （本体 14,000 円）

3.	 吾父	沢柳政太郎〈沢柳礼次郎、昭和 12〉〔北村和夫〕310 頁　4-87236-302-7　定価 7,700 円 （本体 7,000 円）

4.	 教育生活五十年［篠原助市］〈篠原助市、昭和 31〉〔榑松かほる〕490 頁　4-87236-303-5　定価 9,350 円 （本体 8,500 円）

5.	 高嶺秀夫先生伝〈高嶺秀夫先生記念事業会、大正 10〉〔水原克敏〕290 頁　4-87236-304-3　定価 7,700 円 （本体 7,000 円）

6.	 外山正一先生小伝〈三上参次、明治 44〉〔寺﨑昌男〕90 頁　4-87236-305-1　定価 3,300 円 （本体 3,000 円）

8.	 野口援太郎先生小伝〈野口先生建碑会、昭和 17〉〔清水康幸〕140 頁　4-87236-307-8　定価 3,300 円 （本体 3,000 円）

9.	 森先生伝［森有礼］〈木村匡、明治 32〉〔木村力雄〕310 頁　4-87236-308-6　定価 7,700 円 （本体 7,000 円）

10.	 遍歴［鈴木治太郎］〈文学博士鈴木治太郎先生米寿祝賀記念行事実行委員会、昭和 37〉〔田中和一郎〕140 頁　4-87236-309-4

 定価 3,850 円 （本体 3,500 円）

★ 13. 日本点字の父石川倉次先生伝〈鈴木力二、昭和 36〉〔安藤房治〕240 頁　4-87236-312-4　　定価 5,500 円 （本体 5,000 円）

★ 14. 井上明府遺稿［井上友一］〈近江匡男、大正 9〉〔右田紀久恵〕640 頁　4-87236-313-2　定価 13,200 円 （本体 12,000 円）

15.	 黎明に於ける東京都社会事業と安達憲忠翁〈光田健輔、昭和 31〉〔一番ヶ瀬康子〕240 頁　4-87236-314-0

 定価 6,600 円 （本体 6,000 円）

19.	 子爵田中不二麿伝〈西尾豊作、昭和 9〉〔森川輝紀〕470 頁　4-87236-318-3　定価 11,000 円 （本体 10,000 円）

【教育 ・福祉】

★ 27. 富士川游先生〈富士川先生刊行会、昭和 29〉〔藤島岳〕250 頁　4-87236-326-4　定価 6,050 円 （本体 5,500 円）

28.	 町田則文先生伝〈町田則文先生謝恩事業会、昭和 9〉〔下田知江〕390 頁　4-87236-327-2　定価 8,800 円 （本体 8,000 円）

29.	 三宅鉱一博士事績〈金子準二、昭和 38〉〔北沢清司〕110 頁　4-87236-328-0　定価 3,300 円 （本体 3,000 円）

31.	 矢嶋楫子伝〈久布白落実、昭和 10〉〔神田和子〕760 頁　4-87236-330-2　定価 17,600 円 （本体 16,000 円）

32.	 高島先生	教育報国六十年［高島平三郎］〈丸山鶴吉、昭和 15〉〔津曲裕次〕540 頁　4-87236-331-0　定価 13,200 円 （本体 12,000 円）

33.	 教育者の典型	滝沢菊太郎／滝沢菊太郎先生〈野口援太郎／滝沢先生祝賀会、昭和 9／大正 13〉〔山田昇〕650 頁 4-87236-332-9

 定価 16,500 円 （本体 15,000 円）

34.	 岸清一伝〈岸同門会、昭和 14〉〔大場一義〕490 頁　4-87236-333-7　定価 13,200 円 （本体 12,000 円）

37.	 高野佐三郎〈埼玉県立文化会館、昭和 37〉〔小沢丘〕320 頁　4-87236-336-1　定価 8,250 円 （本体 7,500 円）

38.	 長谷川りつ子記念集〈マハヤナ学園出版部、昭和 11〉〔一番ヶ瀬康子〕240 頁　4-87236-337-X　定価 6,050 円 （本体 5,500 円）

【婦人】

57.	 吉岡弥生伝〈神崎清、昭和 16〉〔三神美和・川野辺静〕570 頁　4-87236-356-6　定価 12,100 円 （本体 11,000 円）

65.	 教育一路／汎太平洋婦人会議に列して［木内キヤウ］〈木内キヤウ、昭和 4／ 28〉〔淡島富久〕290 頁　4-87236-364-7

 定価 7,700 円 （本体 7,000 円）

【福祉】

★ 67. 追想集	糸賀一雄〈糸賀記念会、昭和 45〉〔野上芳彦〕270 頁　4-87236-366-3　定価 7,150 円 （本体 6,500 円）

68.	 七十七年の想ひ出［ガントレット恒子］〈ガントレット恒子、昭和 24〉〔高橋喜久江〕180 頁　4-87236-367-1　定価 5,060 円 （本体

4,600 円）

★ 70. 山室機恵子〈山室軍平、大正 5〉〔三吉明〕250 頁　4-87236-369-8　定価 6,820 円 （本体 6,200 円）

71.	 おばあちやんの一生―岡上菊栄伝／三十余年の懐古［岡上菊栄］〈宮地仁／岡上菊栄、昭和 25 ／ 17〉〔丹野喜久子〕200 頁

　4-87236-370-1　定価 3,850 円 （本体 3,500 円）

【婦人】

★ 75. 女優生活廿年［森律子］〈森律子、昭和 5〉〔大笹吉雄〕330 頁　4-87236-374-4　定価 9,185 円 （本体 8,350 円）

★ 77. 奥村五百子詳伝〈大久保高明、明治 41〉〔永原和子〕610 頁　4-87236-376-0　定価 13,243 円 （本体 12,039 円）

★ 78. 自叙伝［鳩山春子］〈鳩山春子、昭和 5〉〔真橋美智子〕270 頁　4-87236-377-9　定価 7,156 円 （本体 6,505 円）

81.	 安井てつ伝〈青山なを、昭和 24〉〔永原和子〕430 頁　4-87236-380-9　定価 7,156 円 （本体 6,505 円）

★ 94. 婦人記者廃業記［北村兼子］〈北村兼子、昭和 3〉〔中村幸〕270 頁　4-87236-393-0　定価 7,476 円 （本体 6,796 円）

★ 95. 教壇［河内いね］〈河内いね、昭和 16〉〔新井淑子〕310 頁　4-87236-394-9　定価 9,077 円 （本体 8,252 円）

★ 96. 大西絹子先生余芳〈村田富、昭和 9〉〔西川宏〕190 頁　4-87236-395-7　定価 6,408 円 （本体 5,825 円）

★ 97. 私の人生［河口愛子］〈河口愛子、昭和 36〉〔草刈拓〕210 頁　4-87236-396-5　定価 6,408 円 （本体 5,825 円）

★ 99. 石川ふさ先生と女教員会二十年史〈石川ふさ先生教壇五十年記念祝賀会、昭和 16〉〔新井淑子〕190 頁　4-87236-398-1

 定価 5,339 円 （本体 4,854 円）

【宗教】

100.	新島襄先生伝〈ゼー・デー・デビス、大正 6〉〔杉井六郎〕420 頁　4-87236-399-X　定価 12,815 円 （本体 11,650 円）

★ 101. 信仰五十年史［田村直臣］〈田村直臣、大正 13〉〔秋山繁雄〕360 頁　4-87236-400-7　定価 9,612 円 （本体 8,738 円）

★ 102. 七十年の回顧［小崎弘道］〈小崎弘道、昭和 2〉〔岩村信二〕470 頁　4-87236-401-5　定価 13,883 円 （本体 12,621 円）

★ 108. 海老名弾正先生〈渡瀬常吉、昭和 13〉〔関岡一成〕520 頁　4-87236-407-4　定価 19,224 円 （本体 17,476 円）
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【ジャーナリスト】

★ 110. 懐往事談［福地源一郎］〈福地源一郎、明治 28〉〔山本武利〕260 頁　4-87236-409-0　定価 8,544 円 （本体 7,767 円）

★ 112. 新聞記者之十年間［平田久］〈平田久、明治 35〉〔和田守〕490 頁　4-87236-411-2　定価 14,951 円 （本体 13,592 円）

121.	七十七年の回顧［関直彦］〈関直彦、昭和 6〉〔佐々木隆〕352 頁　4-87236-420-1　定価 12,815 円 （本体 11,650 円）

【宗教】

★ 123. 六十一年	一名赤裸裸［村上専精］〈村上専精、大正 3〉〔塩崎幸雄〕470 頁　4-87236-422-8　定価 14,951 円 （本体 13,592 円）

★ 124. 大道長安仁者全集稿本〈大道長安、大正 5〉〔高橋秀栄〕1580 頁　4-87236-423-6　定価 44,855 円 （本体 40,777 円）

★ 125. 井上円了先生〈三輪政一、大正 8〉〔菅沼晃〕370 頁　4-87236-424-4　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

★ 127. 南条文雄自叙伝〈南条文雄、大正 13〉〔安藤嘉則〕130 頁　4-87236-426-0　定価 4,271 円 （本体 3,883 円）

★ 128. 本多日生上人〈礒部満事、昭和 6〉〔稲垣真美〕340 頁　4-87236-427-9　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

【医学】

135.	華岡青洲先生及其外科〈呉秀三、大正 12〉〔片桐一男〕630 頁　4-87236-434-1　定価 18,156 円 （本体 16,505 円）

★ 136. 堀内素堂〈堀内亮一、昭和 7〉〔片桐一男〕196 頁　4-87236-435-X　定価 8,544 円 （本体 7,767 円）

★ 138. 高良斎〈高於菟三・高壮吉、昭和 14〉〔片桐一男〕440 頁　4-87236-437-6　定価 13,883 円 （本体 12,621 円）

139.	蘭医佐藤泰然	その生涯とその一族門流〈村上一郎、昭和 16〉〔片桐一男〕350 頁　4-87236-438-4　定価 14,951 円 （本体 13,592 円）

★ 140. 中川淳庵先生〈和田信二郎、昭和 16〉〔片桐一男〕330 頁　4-87236-439-2　定価 13,883 円 （本体 12,621 円）

【宗教】

★ 143. 木母堂全集［土宜法龍］〈宮崎忍海、大正 13〉〔金岡秀友〕1030 頁　4-87236-442-2　定価 27,767 円 （本体 25,243 円）

144.	清沢満之〈観照社、昭和 3〉〔脇本平也〕310 頁　4-87236-443-0　定価 9,612 円 （本体 8,738 円）

★ 146. 大田垣蓮月〈成瀬慶子、昭和 18〉〔津田直子〕300 頁　4-87236-445-7　定価 9,612 円 （本体 8,738 円）

149.	大谷光瑞師の生涯〈大谷光瑞猊下記念会、昭和 31〉〔信楽峻麿〕160 頁　4-87236-448-1　定価 5,339 円 （本体 4,854 円）

【スポーツ ・ 医学 ・保健】

153.	航空とスキーの先駆者	人間	長岡外史〈戸田大八郎、昭和 51〉〔矢富厳夫〕370 頁　4-87236-452-X　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

★ 155. スポーツ生活六十年／聖火をかかげて	スポーツ市長	平沼亮三伝〈平沼亮三／松本興、昭和 18 ／ 38〉〔高津勝〕560 頁

　4-87236-454-6　定価 17,087 円 （本体 15,534 円）

★ 160. 橋本綱常先生〈日本赤十字社病院、昭和 11〉〔滝沢利行〕500 頁　4-87236-459-7　定価 14,951 円 （本体 13,592 円）

★ 161. 石黒忠悳	懐旧九十年〈石黒忠悳、昭和 11〉〔吉川龍子〕510 頁　4-87236-460-0　定価 14,951 円 （本体 13,592 円）

【婦人】

★ 163. 大津事件の烈女	畠山勇子〈沼波武夫、大正 15〉〔鳥居千代香〕200 頁　4-87236-462-7　定価 7,476 円 （本体 6,796 円）

167.	永井ゑい子詩文〈永井元、昭和 4〉〔江刺昭子〕1380 頁　4-87236-466-X　定価 40,582 円 （本体 36,893 円）

★ 168. 穂積歌子〈蘆谷重常、昭和 9〉〔草刈拓〕360 頁　4-87236-467-8　定価 12,815 円 （本体 11,650 円）

★ 169. 湯浅初子〈久布白落実、昭和 12〉〔茅野礼子〕240 頁　4-87236-468-6　定価 9,612 円 （本体 8,738 円）

【憲政】

★ 171. 伯爵後藤象二郎〈大町桂月、大正 3〉〔鳥海靖〕820 頁　4-87236-470-8　定価 23,495 円 （本体 21,359 円）

★ 172. 自然の人小村寿太郎〈桝本卯平、大正 3〉〔藤村道生〕750 頁 4-87236-471-6　定価 23,495 円 （本体 21,359 円）

★ 174. 中牟田倉之助伝〈中村孝也、大正 8〉〔野村実〕930 頁　4-87236-473-2　定価 25,631 円 （本体 23,301 円）

★ 178. 浜口雄幸伝〈小柳津五郎、昭和 6〉〔波多野勝〕680 頁　4-87236-477-5　定価 20,292 円 （本体 18,447 円）

【日本で活躍した外国人】

★ 181. ブース大将伝〈山室軍平、明治 39〉〔三吉明〕570 頁　4-87236-480-5　定価 16,019 円 （本体 14,563 円）

★ 182. はりす夫人［フローラ・ベスト・ハリス］〈山鹿旗之進、明治 44〉〔内藤知美〕390 頁　4-87236-481-3

 定価 12,815 円 （本体 11,650 円）

★ 183. ジョン・バチラー自叙伝	我が記憶をたどりて〈ジョン・バチラー、昭和 3〉〔藤本英夫〕360 頁 4-87236-482-1

 定価 10,680 円 （本体 9,709 円）

★ 186. 完訳	闘へる印度　S・チャンドラ・ボース自伝〈綜合インド研究室訳、昭和 18〉〔塩崎幸雄〕490 頁　4-87236-485-6

 定価 13,883 円 （本体 12,621 円）

★ 187. 周作人先生のこと〈方紀生、昭和 19〉〔塩崎幸雄〕270 頁　4-87236-486-4　定価 7,476 円 （本体 6,796 円）

190.	コンウォール・リー女史の生涯と偉業〈貫民之介、昭和 29〉〔高見沢潤子〕180 頁　4-87236-489-9　定価 5,339 円 （本体 4,854 円）

★ 191. エルウィン・フォン・ベルツ	日本に於ける一ドイツ人医師の生涯と業績〈ショットレンダー著・石橋長英訳、昭和

46〉〔梅渓昇〕320 頁　4-87236-490-2　定価 9,612 円 （本体 8,738 円）

【婦人】

★ 194. 小さき命	林てる子遺稿集〈林要、大正 14〉〔江刺昭子〕560 頁　4-87236-493-7　定価 16,019 円 （本体 14,563 円）

★ 196. 浅野翁夫人正伝	女の一心［浅野サク子］〈北林惣吉、昭和 6〉〔鳥海昭子〕190 頁　4-87236-495-3　定価 6,408 円 （本体 5,825 円）

★ 198. 栗原母子伝［栗原イネ］〈渡利亭一、昭和 7〉〔茅野礼子〕340 頁　4-87236-497-X　定価 16,019 円 （本体 14,563 円）

★ 199. 大隈熊子夫人言行録〈堀部久太郎、昭和 8〉〔茅野礼子〕310 頁　4-87236-498-8　定価 11,748 円 （本体 10,680 円）

★ 200. 鎮魂　生田花世の生涯〈和田艶子、昭和 46〉〔田川のり子〕110 頁　4-87236-499-6　定価 4,271 円 （本体 3,883 円）

【農業】

★ 348. 藻汐草	井野碩哉自叙伝〈井野碩哉、昭和 53〉〔平賀明彦〕300 頁　4-7568-0929-4　定価 10,230 円 （本体 9,300 円）

★ 349. 幾山河を越えて［三宅正一］〈三宅正一、昭和 41〉〔横関至〕300 頁　4-7568-0949-9　定価 9,900 円 （本体 9,000 円）

★ 350. 榛の木のうた	無名農民運動者の自伝的回想［沼田政次］〈沼田政次、昭和 52〉〔大門正克〕340 頁　4-7568-0950-2

 定価 11,220 円 （本体 10,200 円）
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