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症状の表と裏 米国医師 1500 の臨床提案　52
福祉の伝道者・阿部志郎　52
痛いの、痛いの、飛んでゆけええええ 不登校ひきこもり　52
ビー玉の記憶　52
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　52
叢書 盲人たちの自叙伝　52
ボランティア　53
精神衛生　53
壽老人かるた　53
高齢者福祉・保健・リハビリテーション雑誌目次総覧　53
図説 日本の “ 医 ” の歴史　53
家庭学校の同行者たち　53
近代日本養生論・衛生論集成　53
増補 石井亮一全集　53
老人問題研究基本文献集　54
障害者教育・福祉・リハビリテーション目次総覧　54
続 障害者教育・福祉・リハビリテーション目次総覧　54
現代日本看護名著集成　54
近代日本看護名著集成　54

❖体育・スポーツ❖

中高年のための若返り健康体操（VHS ビデオ）　55
プロ野球と野球場　野球を愛する人々への提言　55
近代日本女子体育スポーツ文献目録 1876 ～ 1996　55
現代舞踊教育学 舞踊の世紀　55
栄光のラガーマン ニック・ファー・ジョーンズ　55
スキー・トレイン・テクニック もっと華麗に、もっと速く・し

なやかに ! ビギナーからエキスパートまで　55
戦後体育基本資料集　55
女子体育基本文献集　55
社会体育スポーツ基本史料集成　55
最新 野球場大事典　56
野球場大事典　56
余暇・娯楽研究基礎文献集　56
運動界　56

❖思想・宗教❖

「孫子」叢書　56
「菜根譚」叢書　56
「論語」叢書　57
叢書 日本人論　57
誰でも読める。誰でもわかる。宗教法人法　57
綱島梁川 その人と思想　57
梁川全集　57
ダンテ神曲　58
戦前社会思想事典　58
新井奥邃文献目録補遺　58
奥邃先生資料集　58
奥邃廣録　58

❖文学❖

ボードレール 明治・大正期翻訳作品集成　58
名作挿画全集　58
植物との対話 ハリスレウ ボーゲンセ 2013 夏 大澤澄男詩集　58
みだれ髪　58
世界文学総合目録　58
現代漫画大観　58
図説 翻訳文学総合事典　58
井上靖 グローバルな認識　58
言語文化の諸相 近代文学　58
明治のシェイクスピア《総集編》　58
シェイクスピア翻訳文学書全集　58
異文化への道標 鏡味國彦教授還暦記念論文集　59
永井荷風「四畳半襖の下張」惣ざらえ　59
明治翻訳文学全集・新聞雑誌編　59
明治翻訳文学全集・翻訳家編　59
近代文学作品論叢書　60

志賀直哉『和解』

中野重治『村の家』

田山花袋『蒲団』

長塚節『土』

島崎藤村『夜明け前』

与謝野晶子『みだれ髪』

西脇順三郎『Ambarvalia〈アムバルワリア〉』

谷崎潤一郎『刺青』

川端康成『雪国』

森鷗外『渋江抽斎』

夏目漱石『夢十夜』

柳田国男『遠野物語』
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斎藤茂吉『赤光』

芥川龍之介『羅生門』

永井荷風『濹東綺譚』

釈迢空『死者の書』

ドストエフスキイ文献集成　60
文芸編集者の戦中戦後　60
釈迢空 人と文学　60
小日本　60
新文学研究　60
人間　60
文芸講座　60
文学地誌「東京」叢書　60
増補改訂 現代日本文芸総覧 文学・芸術・思想関係雑誌細目及び

解題　61
増補 一平全集　61
五分の魂の行方　61
トルストイ研究　61
プルウスト研究　61

❖音楽・芸能・美術❖

PARADISE IN MY HEART 楽園を描く 2005 ～ 2015　61
熱視線 十条にゃんこ　61
宮城道雄著作全集　61
音楽格闘家 兼常清佐の生涯　61
兼常清佐著作集　61
木村夫美 和のこころ 京の舞　61
牧野由多可作品集　61
牧野由多可作品集Ⅱ　61
マエストロの肖像 菅原明朗評論集　61
オーケストラ作品演奏時間表　61
黒沢隆朝 東南アジア音楽紀行　61
シルクロードの音楽文化を伝える 民俗舞楽の研究 静岡県周智郡

森町　61
近代日本音楽年鑑　61
明治期讃美歌・聖歌集成　62
キリスト教と日本の洋楽　62
音楽界　62
明治期 日本人と音楽　62
音楽教育史文献・資料叢書　63
音楽基礎研究文献集　63
唱歌　63
写真集成 西洋古典家具　63

❖環境・自然・農林❖

日本現代 気象名著選集　63
校正 大日本植物帯調査報告・図表　63
写真図説 日本巨樹名木大事典　63
地球型社会への挑戦 国際交流と住民参加　63
日野の農家の記録 祖父の日記　63
花育てのサイエンス 園芸の基本・実際・役割　63
日本第三紀の花粉化石　63
農業関係雑誌目次総覧　63
農政・農務関係雑誌目次総覧　63

❖古典・近世❖

江戸時代庶民文庫　63
江戸版 親父の小言　64
江戸の処世訓 あつめ草　64
複刻版 貞丈雑記　65
経典余師集成　65

古地図を読む 日本地図選集　65
訓蒙図彙集成　65
江戸時代図説百科訓蒙図彙の世界　65
方言修行 金草鞋　65
定本 武江年表　65
伊能忠敬測量日記　65
定本 丹鶴叢書　65
江戸の旅風俗 道中記を中心に　65
道中記集成　66
西鶴文学考　66
成功の才覚 西鶴の知恵袋　66
関孝和「発微算法」 現代語訳と解説　66
蕙斎 江都名所図会　66
古地図研究　66
往来物解題辞典　66
稀覯往来物集成　66
往来物大系　67
壬申の乱と古事記、日本書紀の成立　69

❖目録・索引・書誌❖

学校・施設アーカイブズ入門　69
書家画家雅号（呼称）索引　69
情報総覧 現代のロシア　69
国書目録叢書　69
参考書誌研究 複刻版　70
雑誌索引 戦前雑誌記事索引　70
東京大学法学部附属 明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧　70
年表情報集覧　70
ヨーロッパ船の博物館ガイド　71
古本年鑑　71
官庁刊行物総合目録　71
雑誌年鑑 昭和 14 年版～昭和 17 年版　71
統計資料解題　71

❖デジタル出版❖

〈大空社デジタル資料叢書 USB 版〉　71
絵本通俗三国志 Ver.2.0
古今要覧稿 Ver.1.0
北斎漫画 Ver.2.0
群書類従 Ver.2.0
明六雑誌・明六雑誌語彙総索引 Ver.2.0
有朋堂文庫 Ver.2.0

DVD 版 紙芝居 平和への祈り　71
ＮＨＫわたしの自叙伝 CD　71
東洋学芸雑誌 DVD-ROM　72
DVD 大村はま 創造の世界　72
オーディオブック 三国志 CD　72
赤い鳥 CD-ROM　72
続々群書類従 CD-ROM　72
大正期翻訳文学画像集成 雑誌編 CD-ROM　72
日本風俗図絵 CD-ROM　72
CD-ROM 版で読む昭和 / 平成「毎日」の出来事 1926 ～ 1995　72
明治期翻訳文学書全集 イギリス文学編 CD-ROM　72
和漢三才図会 CD-ROM　72
名所図絵集成 CD-ROM　72
群書類従 CD-ROM　72
文書画像〈文字〉検索エンジンソフト セイム（SAME）USB　72
ヨムアンドミル 次世代デジタルコンテンツリーダー　73

――
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［あ］

アーカイブズ入門　69
赤い鳥　72
赤とんぼ　43
朝日経済年史　37
アジア学叢書　19
アジア写真集　21,22
アジアの経済社会　25
あつめ草　64
阿部志郎　52
アメリカ大統領事典　34
新井奥邃文献目録補遺　58
安全活動の源流 内田嘉吉『安全第一』を読

む　33

［い］

イエズス会日本コレジヨの講義要綱　25
『家の光』目次総覧　36
『「家の光」目次総覧』解題・索引　36, 49
生きる力を育む 21 世紀の教師　38
育児雑誌　46
「石井筆子」読本　51
石井亮一全集　53
石井亮一・筆子が伝えた社会史　52
移植樹　24
痛いの、痛いの、飛んでゆけええええ　52
イタリアの記憶　25
一日一信 戦地から妻への 1600 通の葉書　

26
「一般教書」　34
一平全集　61
井上靖 グローバルな認識　58
伊能忠敬測量日記　65
異文化交流と近代化　25
異文化への道標 鏡味國彦教授還暦記念論文

集　59
隠語辞典集成　28
韻府群玉・玉塵抄　27

［う］

内田嘉吉『安全第一』を読む　33
打聞集　27
運動界　56

［え］

栄光のラガーマン　55
英語教育雑誌目次総覧　40
英語教科書名著選集　39
英語総合雑誌目次総覧　32
英米文学・英語学雑誌目次総覧　31
エコノミスト目次総覧　34
絵図集成 近世子どもの世界　45
江戸時代 女性生活絵図大事典　49
江戸時代女性文庫　47
江戸時代女性文庫 補遺「女筆手本類」　49
江戸時代庶民文庫　63
江戸時代図説百科 訓蒙図彙の世界　65
江戸の処世訓 あつめ草　64

江戸の旅風俗 道中記を中心に　65
江戸版 親父の小言　64
江都名所図会　66
ＮＨＫ わたしの自叙伝　71, 72
絵本・挿絵大事典　44
絵本通俗三国志　71

［お］

老いと死を伝える子どもの本　43
オイルマンが書いたマルチ石油学入門　36
押韵　27
奥邃廣録　58
奥邃先生資料集　58
欧米文学の翻訳と近代文章語の形成　27
往来物大系　67
往来物解題辞典　66
オーケストラ作品演奏時間表　61
大澤澄男詩集　58
大空社デジタル資料叢書 USB 版　71
オーディオブック 三国志　72
大村はま創造の世界　72
小川未明童話全集　44
翁久允と移民社会 1 移植樹　24
奥井復太郎著作集　35
おどろきもものきドバイの金 とっておき異

文化旅行記　25
鬼の絵ことば 座右の一喝！　27
親父の小言　64
折口信夫研究資料集成　26
音楽界　62
音楽格闘家 兼常清佐の生涯　61
音楽基礎研究文献集　63
音楽教育史文献・資料叢書　62
女大学資料集成　46
女と職業　50
女と生活　50
女と戦争　50

［か］

『偕行社記事』目次総覧　37
介護施設の経営と管理　52
介護職養成教育における専門性の形成　52
解説・総目次・索引シリーズ

　教育編　38
　近代日本女性資料編　49
開放制教員養成制度論　38
学習指導書　40
書くことによる教育の創造　41
学童疎開の記録　38
柯公全集　35
臥酔　27
カストリ新聞　33
家政学・生活学研究基礎文献集　51
学校教育の実践と社会科授業の構成　37
学校・施設アーカイブズ入門　69
家庭科教育　41
家庭科教科書　39
家庭学校の同行者たち　53
金子みすゞ童謡集　44
兼常清佐著作集　61

兼常清佐の生涯　61
金草鞋　65
紙芝居大系 街頭紙芝居編　45
紙芝居大全集　45
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 52
考える女たち 仮名草子から「女大学」　47
看護名著集成　54
贋造通貨　35
官庁刊行物総合目録　71
関東大震災　33
官報　36
「官報」で読む終戦後１年　36
完本 名将言行録　18

［き］

稀覯往来物集成　66
技術教育・職業教育の諸相　38
気象名著選集　63
絆を伝えるソーシャルワーク入門 52
貴重本諺集　32
紀伊國屋文左衛門　19
君が代　33
君が代史料集成　40
木村夫美 和のこころ 京の舞　61
教育委員会制度の研究　43
教育学研究　39
『教育学研究』総目次・総索引　39
教育学術界　41
教育関係雑誌集成　38
『教育公報』　43
教育・国語教育　43
教育週報　43
教育統計・調査資料集成　43
教育への新しい挑戦 英語圏における全体言

語教育　41
教会スラヴ語ロシア語辞典　32
京の舞　61
玉塵抄　27
巨樹名木大事典　63
キリスト教と日本の洋楽　62
近世子どもの世界　45
近世方言辞書集成　27
近代アジア研究文献目録　26
近代英華・華英辞書集成　27
近代外国 地名人名 呼び方書き方 変遷史料

集　27
近代女性文献資料叢書シリーズ　50
近代日本音楽年鑑　61
近代日本看護名著集成　54
近代日本企業家伝叢書　18
近代日本語〈形成と翻訳〉　26
近代日本女子体育スポーツ文献目録 1876

～ 1996　55
近代日本 女性生活事典　49
近代日本 女性文献史料総覧 1868 ～ 1917　

46
近代日本養生論・衛生論集成　53
近代犯罪資料叢書　34
近代婦人雑誌目次総覧　51
近代文学作品論叢書　60

書名簡易索引　　・書名の一部、副題等の部分を採った。
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近代用語の辞典集成　30
訓蒙図彙集成　65

［く］

黒沢隆朝 東南アジア音楽紀行　61
群書類従　71, 72

［け］

蕙斎 江都名所図会　66
経済白書　34
経典余師集成　65
芸能・歌詞・ことば全記録　28
傑作 国策標語大全　27
言語文化の諸相 近代文学　58
現代イギリスの継続教育論　38
現代教育家評伝　43
現代人物素描事典　18
現代日本看護名著集成　54
現代日本における女子教育研究の動向　38
現代舞踊教育学 舞踊の世紀　55
現代日本文芸総覧　61
現代のロシア　69
現代漫画大観　58
原典・日本国憲法　33
県民意識調査 1979 年版　35
権力エリートとデモクラシー　34

［こ］

校外教育基本文献集　42
『号外』シリーズ　32
皇国俚諺叢　32
校正 大日本植物帯調査報告・図表　63
高等女学校資料集成　41
広報・宣伝の理論　35
高齢者福祉・保健・リハビリテーション雑

誌目次総覧　53
講和後における 我が国教育改革の研究　43
国語教育　39
国語国文学術研究書シリーズ　27
国語読本　37, 38
国策標語大全　27
国策放送　37
国書目録叢書　69
国定高等小学読本　40
国定修身教科書　41
国定歴史教科書　43
国民学校 国語読本　38
国民生活時間調査　37
心と社会のメンタルヘルス　52
古今要覧稿　71
古辞書影印資料叢刊 版本 和訓栞　28
古辞書研究資料叢刊　29
古辞書抄物 韻府群玉・玉塵抄　27
個人と組織のリスクセンスを鍛える　34
古地図研究　66
古地図を読む 日本地図選集　65
古典（古文）教育の理論の実際　38
ことだまのおぼつかなさに　27 
こと典百科叢書　23
壽老人かるた　53
子どもたちの昭和史　45
ことわざ研究資料集成　30, 31
小淵沢物語　38
五分の魂の行方　61

娯楽・遊戯大事典　23
コンピュ－タ科学概説　34
Compendium Catholicae Veritatis　25

［さ］

財界人名大事典　19
西鶴文学考　66
「菜根譚」叢書　56
最新 野球場大事典　56
作業療法士養成への遥かな道のり　52
雑誌索引 戦前雑誌記事索引　70
雑誌年鑑　71
雑誌『養護／学童養護』　52
雑誌「養護」の時代と世界　52
里子・里親という家族　52
里子事業の歴史的研究　52
里村欣三著作集　25
ニューヨークタイムズ・フロントページ　

32
座右の一喝　27
参考書誌研究　70
三国志　71, 72
讃美歌・聖歌集成　62

［し］

CD-ROM 版で読む昭和 / 平成「毎日」の出

来事　72
シェイクスピア翻訳文学書全集　58
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　　33
事業及人物　19
時事通信 占領期世論調査　36
時事通信 内外教育版　42
視聴率（'96・'97・'98）　35
実演お話集　45
実践社会学　34
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女子体育スポーツ文献目録　55
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日の丸・君が代　33
100 年前の世界　33
ヒューマン・セクシュアリティ論ノート　

37

［ふ］

フォトグラフ 戦時下の日本　37
フォトグラフ 戦時下の日本 補遺編　37
福澤諭吉研究資料集成 同時代編　34
福祉に生きる　51
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閉鎖機関とその特殊清算　35
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楽園を描く 2005 ～ 2015　61
ラジオが語る 子どもたちの昭和史　45
ラジオ年鑑　37

［り］

俚諺辞典　32
俚言集覧　32
俚諺資料集成　32
リスクセンスを鍛える　34
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太田薫　71, 72
太田和敬　40
太田全斎　32
大谷まこと　51
大塚講話会　45
大友信一　27, 28
大庭柯公　35
大場光　51
大原富枝　71, 72
大村はま　71, 72
大屋幸世　30
小笠原英法　72
小笠原長則　69
小笠原宏樹　51
小笠原祐次　32, 54
岡田則夫　28
尾形利雄　43
尾形裕康　43
岡本洋三　38
岡谷繁実　18
小川剛　40
小川昻　61
小川束　66
小川利夫　40
小川未明　44
翁久允　24
小熊伸一　38, 39, 41
尾崎一雄　71, 72
長田三男　43
小田切進　60, 61
小野寺逸也　18, 34
偕行社　37
介護施設管理士養成講座編集委員

会　52
鏡味國彦教授還暦記念論文集刊行

委員会　59
掛水通子　55
笠原伸夫　60
梶木剛　60
鹿嶋海馬　51
加太こうじ　45
片岡康子　55
片山晴賢　27, 28
学校・施設アーカイブズ研究会　69
葛飾戴斗　71
葛飾北斎　71
加藤秀爾　60

金谷尚知　63
金子武雄　32
金子みすゞ　44
上笙一郎　43, 44, 45, 46, 58
上山柑翁（勘太郎）　19
神山安弘　37
亀高京子　51
亀谷美代子　52
亀山美和子　49, 50
蒲生美津子　61
茅誠司　72
川合隆男　35, 36
河合透　60
川上哲治　72
川上央　61
川喜多二郎　71, 72
河口道朗　62
川口幸宏　39, 41, 43
川島高峰　36
川戸道昭　18, 26, 44, 58, 59, 72
川端香男里　69
川俣貴風　44
河村郁　72
川村邦彦　51
菊岡襄治　34
菊池義昭　51
菊永謙　43
岸川洋治　51
キタガワ、C.　41
キタガワ、M.　41
北根豊　33
喜多正子　34
北村孝一　30, 31, 32
城戸幡太郎　71, 72
木戸若雄　41
木下秀明　55
木原活信　51
木原均　71, 72
木村明生　69
木村晟　27, 28, 29
木村小舟　45
木村徳三　60
木村夫美　61
木本力　38
教育学術研究会　41
協同出版社　71
清宮烋子　51
近思文庫古辞書研究会　27, 28
近代女性文化史研究会　46, 51
草彅高興　27
グッドマン、K.S.　41
工藤正三　58
熊代彦太郎　32
倉澤栄吉　39, 72
倉田一夫　63
倉田喜弘　28
蔵元幸二　38
厨川勇　62
黒岩重吾　71, 72
黒川真道　72
黒沢隆朝　61
黒沢酉蔵　71, 72
黒柳修一　38
鍬形蕙斎　66
桑原隆　39
桑原洋子　51
経済企画庁　34
下戸前繁松　70
剣持武彦　60
小池猪一　53

小泉吉永　46, 47, 49, 63, 64, 66
高等女学校研究会　41, 49
コール、ダニエル　58
国立国会図書館　35, 70
国立国会図書館支部図書館部　71
国立国会図書館専門資料部　70
輿水はる海　55
古瀬順一　27
小玉順三　18
ことわざ研究会　30, 31, 32
小橋三四子　49
小鳩くるみ　44
小林勇　71, 72
小林富士雄　18
小松啓　51
駒松仁子　51
近藤良一　27
金野和弘　37
今日出海　71, 72
サーシャ浅沼　52
斎藤月岑　65
佐江衆一　45
境田捻信　28
榊原貴教　26, 44, 58, 59, 72
坂本育雄　60
坂本道子　51
佐久間達夫　65
佐々木恭子　51
佐々木享　38, 39, 41, 43, 49
佐々木享先生追悼集編集委員会　

37
佐藤彰　36
佐藤勝彦　51
佐藤健一　61
佐藤光一　45
佐藤武義　27
佐藤忠道　51
佐藤徹夫　40
佐野広政　55
沢井忠夫　63
澤崎眞彦　63
澤正宏　60
沢柳政義　55, 56
繁下和雄　33, 40
十返舎一九　65
児童文学翻訳大事典編集委員会　

44
島岡吉郎　72
島秀雄　72
清水勲　61
清水寛　51
清水康幸　42
志村有弘　60
志村哲也　27
志村広明　38
下田直樹　34
下中弥三郎　58
寿岳文章　72
シュミッツ、ハーマン　63
徐萍飛　27
庄司邦昭　71
上智大学キリシタン文庫　25
少年団日本連盟　38
笑福亭松鶴　72
女性史研究会　46
白石淳　51
代田収一　58
沈潔　51
新海英行　40
新藤兼人　71, 72



13※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

新聞資料ライブラリー　33
末永雅雄　71, 72
杉浦幸雄　61
杉山徹宗　34
杉山博昭　51
鈴木一郎　45
鈴木聿子　51
鈴木典之　34
鈴木三重吉　72
鈴木みさを　53
鈴木泰　37
住川碧　44
清野茂　51
瀬川和雄　51
瀬川美能留　71, 72
関根正直　71
瀬谷千里　35
芹川博道　51
全国疎開学童連絡協議会　38
総理府・国立世論調査所　36
曾根博義　30, 60
高井有一　45
高木東六　71, 72
高崎隆治　25
高島進　51
高梨健吉　39
高野聡子　52
髙野繁男　27, 71
高橋一栄　55
高橋喜久江　51
高橋俊夫　59, 60, 66
高橋英夫　60
高光一也　72
高柳健次郎　71, 72
田河水泡　72
瀧澤利行　52, 53
滝乃川学園　52
田口鏡次郎　58
竹山昭子　36, 37
田中壌　63
田中千代　71, 72
田中治彦　38
田中征男　42
渓百年　65
谷合侑　52
谷出千代子　43
田原茂行　34
田宮虎彦　71, 72
為藤五郎　43
太郎良信　39, 43
丹下健三　71, 72
千葉優子　61
塚本哲三　71
辻嘉一　72
土田英三郎　61
槌田満文　60
土屋信一　29
坪井良子　54
津曲裕次　45, 46, 51, 52, 53, 54, 70
帝国学校衛生会　52
帝室アカデミー第２部会　32
出来成訓　31, 32, 39, 40
手代木俊一　62
手塚治虫　72
寺﨑昌男　39, 41, 42
寺島良安　72
土井洋一　53
ドヴェルポリ、E.　44
東洋文化協会　33
童話作家協会　46
遠山久人　34
戸川志津子　51
時田昌瑞　30, 31
読書研究会　35
徳永純三郎　52
戸崎敬子　45

都市計画協会　36
戸丸廣安　32
冨田博之　46
トルストイ会　61
内閣統計局　71
内藤民治　33
直良信夫　71, 72
長尾哲男　52
中垣昌美　51
中川芙佐　51, 52
長沢道子　51
中嶌洋　52
永島忠重　58
中島和美　43
中嶌邦　40, 47, 50, 51
永田為春　44, 71
永野重雄　71, 72
中野節子　47
中野光　38, 41, 43
中林良雄　59, 72
中村紀伊　51
中村紀久二　38, 40, 41, 43
中村真一郎　72
中村理平　62
中森善治　41
中山節子　33
中山由五郎　23
那須雅之　27
七木田文彦　52
滑川道夫　43, 45, 46
西村誠　45
仁多見巌　51
蜷川虎三　71, 72
日本家庭科教育学会　47
日本管理法令研究会　36
日本教育学会　39
日本近代洋楽史研究会　62
日本作文の会　39
日本女子大学家政学古典叢書刊行

会　46
日本精神衛生会　52
日本精神衛生協会　53
日本体育大学体育史研究室　56
日本地図資料協会　66
日本電報通信社　33
日本読書サークル　35
日本読書新聞社　71
日本文化中央連盟　37
日本放送協会　37
丹和浩　65
丹羽文雄　71, 72
年表研究会　70
農商務省　63
野上芳彦　51
野地潤家　41, 43
野村胡堂　44
博多淡海　71, 72
葉上照澄　72
萩原啓子　25
硲宗夫　18
橋爪功　72
橋詰和人　69
羽島知之　32, 33
橋本宇太郎　72
長谷川泉　60
長谷川潮　43
長谷川一夫　71, 72
長谷川匡俊　51
畑潤　42
波多野完治　45
花香実　37
塙保己一　71, 72
馬場萬夫　37, 58
濱谷浩　72
早石修　72
林孝三　44, 61

林竹二　71, 72
林利恵子　44
春山みつ子　51
半田博　38
九木幸男　42
飛田良文　28
日向敏彦　27, 71
日比野正己　51
平尾真智子　49
平賀明彦　36, 63
平川唯一　72
平澤興　72
平中忠信　51
広瀬順晧　36, 37
フィツサイモンズ、P.　55
吹浦忠正　33
福島鑄郎　35
福本和夫　71, 72
福山敏男　71, 72
藤井乙男　71
藤井敏彦　38
藤枝悳子　41
藤澤全　46, 58
藤田勇　69
藤田輝夫　44
藤田弘夫　35
藤平芳紀　35
藤本一美　34
藤山愛一郎　71, 72
藤原彰　37
藤原咲平　63
伏島正義　25
プラウト、ヘルマン　27
プラムリン、I.　44
閉鎖機関整理委員会　35
ヘンゼラー、E.　62
北條秀司　71, 72
坊田春夫　63
ボーイスカウト日本連盟　38
星玲子　51
細谷俊夫　45
本田久市　51
本田正次　71, 72
本間暁　60
翻訳文学総合事典刊行会　58
毎日新聞　33
毎日新聞社　38
毎日新聞社エコノミスト編集部　35
前川浩一　51
前坂俊之　18, 27, 34
前田一男　38, 43
前田均　38
前之園幸一郎　25
牧野由多可　61
増子健一　34
益田早苗　37
町屋住男　44, 71
松井栄一　28, 29, 30
松井利彦　29
松岡一夫　34
松下鈞　25, 61
松田武雄　40
松田解子　72
松田智雄　44
松永健哉　42, 61
松前重義　71, 72
松本真弦　32
真橋美智子　38
丸岡秀子　71, 72
丸山信　34
三浦恵次　35
三浦泰昌　63
三澤成博　28
水上達三　71, 72
水野忠央　65
水原渭江　25, 26, 61

南博　57
南馬来軍「レンガム」指令所参謀部

「ニュース」班　33
宮城道雄記念館　61
宮武正明　52
宮本常一　71, 72
宮脇弘幸　37, 38
武藤康史　28
むのたけじ　71, 72
村上浪六　23
村田茂　51
村山士郎　39
森岡健二　27
森恭三　71, 72
森繁久彌　71, 72
森田芳雄　66
師橋辰夫　66
文部省大学学術局編　41
文部省普通学務局・文部大臣官房

文書課　43
文部大臣官房文書課　39
八木一夫　72
八木橋貢　33
屋代弘賢　71
安岡憲彦　51
柳田國男　25
柳富子　61
山川丙三郎　58
山岸健　35
山口和男　61
山口雅代　37
山崎朋子　47
山崎洋子　38
山下武　25, 35
山下武　43
山田瑩徹　27
山田幸子　51
山田昇　38
山内みな　71, 72
山嶺健二　35
山本茂實　72
山本禮子　49
湯浅邦弘　56
湯浅八郎　72
湯浅景元　55
雄弁学会　32
ユーラシア研究所　69
行安茂　57
湯本豪一　61
横須賀薫　38
横山悦生　39, 41
横山泰三　72
与謝野晶子（鳳晶子）　58
吉海直人　47
吉川英治　72
吉川かおり　51
吉沢南　33
吉田菜穂子　52
吉田裕　36
吉野俊彦　71, 72
依田義賢　71, 72
米田綾子　51
リスクセンス研究会　34
劉清泉　26
歴史教育者協議会　32
渡辺暁雄　71, 72
渡辺治　32
渡辺憲司　65
渡部宗助　38, 42
渡辺友左　28

――
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❖　人 物　❖

伝記叢書　1-366 巻（35回配本）［1987-2012］A5 判

■“今、人の生き方から学ぶ”。人物研究の基本文献「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）を網羅的に複刻（テーマ別配本）。（テーマ）教育・福祉 /憲政 /婦人 /思想 /宗教 /ジャーナリスト/医学/スポーツ・保健 /日本で活躍した外

国人 /音楽 /志士・開拓者・探検家 /法曹界/芸能 /映画 /経営者/農業 /事業家 /実業家 /学長・創学者　［人名＝被伝記者］〔解説執筆者〕

　●1回［教育・福祉］22 巻（第1-22 巻）［1987.9］4-283-00364-6　　183,500円

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　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　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　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　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　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　3,000円　　7. 自

叙千字文［中村正直］／中村正直伝〈中村正直／石井民司、明治 20／40〉〔三好信浩〕180頁　4-87236-306-X　4,500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　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

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　3,500円

11. 本朝盲人伝〈文部省普通学務局（石川二三造）、大正8〉〔津曲裕次〕240頁　4-87236-310-8　5,000円　　12. 山路越えて［三田谷啓］〈三田谷啓、昭

和 6,25,33〉〔津曲裕次〕200頁　4-87236-311-6　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

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　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　6,000 円　　16. 瓜生岩子〈奥寺龍渓、明治 44〉〔古林世士子〕290頁　

4-87236-315-9　6,000円　　17. 石井十次伝〈石井記念協会、昭和 9〉〔柴田善守〕580頁　4-87236-316-7　10,000 円　　18. 大江天也伝記〈雑賀博愛、

大正15〉〔小倉襄二〕870頁　4-87236-317-5　20,000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　10,000円　

20. 男爵辻新次翁〈安部季雄、昭和15〉〔中野実〕360頁　4-87236-319-1　7,000円　　21. 留岡幸助君古稀記念集〈牧野虎次、昭和 8〉〔土井洋一〕850

頁　4-87236-320-5　20,000円　　22. 山室軍平〈鑓田研一、昭和11〉〔三吉明〕470頁　4-87236-321-3　8,500円

　● 2 回［教育・福祉］16 巻（第23-38 巻）［1988.3］4-283-00365-4　　142,500円

23. 楽石自伝 教界周遊前記［伊沢修二］／楽石 伊沢修二先生〈伊沢修二君還暦祝賀会／故伊沢先生記念事業会、明治45／大正 8〉〔上沼八郎〕820頁　

4-87236-322-1　18,000円　　24. わが九十年の生涯［生江孝之］〈生江孝之先生自叙伝刊行委員会、昭和 33〉〔早川文野〕380頁　4-87236-323-X　8,500円

25. 岩下神父の生涯［岩下壮一］〈小林珍雄、昭和 36〉〔高倉節子〕430頁　4-87236-324-8　8,500円　　26. 池上雪枝女史小伝／少年感化の母 池上雪枝

／雪枝草紙［池上雪枝］〈大阪府立修徳学院／熊野隆治他／池上社、昭和14／15／明治18〉〔井上和子〕310頁　4-87236-325-6　6,500円　　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　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　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　3,000円　　30. 異常児教育三十

年［脇田良吉］〈脇田良吉、昭和 7〉〔脇田豊〕310頁　4-87236-329-9　7,000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　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　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4-87236-332-99　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　12,000円　　35.盲唖人物伝〈村上久吉、昭和18〉〔津曲裕次〕290頁　4-87236-334-5　6,500円

36. 遺稿 永井道明自叙伝〈永井道明先生後援会、昭和 26〉〔大場一義〕100頁　4-87236-335-3　3,000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　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　5,500円

　● 3 回［憲政］8 巻（第 39-46 巻）［1988.6］4-283-00366-2　　101,000円

39. 風雲回顧録［岡本柳之助］〈平井駒次郎、大正1〉〔遠藤芳信〕310頁　4-87236-338-8　8,000円　　40. 元帥寺内伯爵伝［寺内正毅］〈黒田甲子郎、大

正 9〉〔山田朗〕1280頁　4-87236-339-6　25,000円　　41. 過去六十年事蹟［雨宮敬次郎］〈桜内幸雄、明治 40〉〔斎藤康彦〕430頁　4-87236-340-X　

10,000円　　42.曽我祐準翁自叙伝〈曽我祐準、昭和 5〉〔山田朗〕590頁　4-87236-341-8　13,000円　　43. 井上角五郎先生伝〈近藤吉雄、昭和18〉〔村

瀬信一〕580頁　4-87236-342-6　13,000円　　44. 父、樺山資紀〈樺山愛輔、昭和 29〉〔広瀬順晧〕450頁　4-87236-343-4　9,500円　　45. 謝海言行録

［神鞭知常］〈橋本五雄、明治42〉〔酒田正敏〕420頁　4-87236-344-2　9,500円　　46. 観樹将軍回顧録［三浦梧楼］〈小谷保太郎、大正14〉〔遠藤芳信〕

580頁　4-87236-345-0　13,000円

　● 4 回［憲政］9巻（第 47-55 巻）［1988.10］4-283-00367-0　　128,500円

47. 田健治郎伝〈田健治郎伝記編纂会、昭和 7〉〔伊藤之雄〕700頁　4-87236-346-9　17,000円　　48. 男爵 郷誠之助君伝〈財団法人郷男爵記念会、昭和

18〉〔三和良一〕870頁　4-87236-347-7　20,000 円　　49. 陸軍大将川上操六〈徳富猪一郎、昭和17〉〔山田朗〕270頁　4-87236-348-5　6,000 円　　

50. 克堂佐々先生遺稿［佐々友房］〈佐々克堂先生遺稿刊行会、昭和11〉〔有馬学〕630頁　4-87236-349-3　15,000円　　51. 明石元二郎 上〈小森徳治、

昭和 3〉620頁　4-87236-350-7　14,000円　　52. 明石元二郎 下〈小森徳治、昭和 3〉〔山田朗〕600頁　4-87236-351-5　14,000円　　53. 江木翼伝〈江

木翼君伝記編纂会、昭和14〉〔楠精一郎〕670頁　4-87236-352-3　17,000円　　54. 江木翼論叢〈江木翼、昭和13〉〔楠精一郎〕710頁　4-87236-353-1

17,000円　　55. 小松原英太郎君事略〈小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、大正13〉〔山田朗〕310頁　4-87236-354-X　8,500円

　● 5 回［婦人］11巻（第 56-66 巻）［1989.1］4-283-00368-9　　99,000円

56. 成瀬先生伝［成瀬仁蔵］〈仁科節、昭和 3〉〔中嶌邦〕640頁　4-87236-355-8　12,000円　　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　11,000円　　58. 跡見花蹊女史伝〈高橋勝介、昭和 7〉〔千住克己〕250頁　4-87236-357-4　7,000円　　59. 松尾多勢子〈市村

咸人、昭和15〉〔高木俊輔〕400頁　4-87236-358-2　7,500円　　60. 拓きゆく道／紫式部学会と私［栗山津禰］〈栗山津禰、昭和15／34〉〔水野真知子〕

480頁　4-87236-359-0　10,000円　　61. 赤十字愛に輝く 萩原タケ子の生涯〈斎藤弔花、昭和11〉〔吉川龍子〕290頁　4-87236-360-4　7,000円　　

62. 伝記棚橋絢子刀自〈中村武羅夫、昭和13〉〔真橋美智子〕220頁　4-87236-361-2　5,000円　　63. 岡村悦子伝〈岡村会、昭和17〉〔亀山美知子〕340頁

4-87236-362-0　7,500円　　64. 貴女は誰れ?［林歌子］〈久布白落実、昭和 7〉〔高橋喜久江〕300頁　4-87236-363-9　7,000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　7,000円　　66.下田歌子先生伝〈故下田校長先生

伝記編纂所、昭和18〉〔上沼八郎〕790頁　4-87236-365-5　18,000円

　● 6 回［福祉］7巻（第 67-73 巻）［1989.7］4-283-00369-7　　64,800円

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　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　4,600円　　69.ドクトル・ヘボン〈高谷道男、昭和 29〉〔遠藤興一〕470頁　4-87236-368-X　10,000円

70. 山室機恵子〈山室軍平、大正5〉〔三吉明〕250頁　4-87236-369-8　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　3,500円　　72. 社会事業功労者事蹟〈厚生省社会局、昭和 4〉〔一番ヶ瀬康子〕

620頁　4-87236-371-X　14,500円　　73. 法学博士 桑田熊蔵遺稿集〈桑田一夫、昭和 9〉〔社本修〕860頁　4-87236-372-8　19,500円

　●7回［婦人］8 巻（第 74-81巻）［1990.2］4-283-00370-0　　73,107円

74. かの子の記［岡本かの子］〈岡本一平、昭和17〉〔熊坂敦子〕320頁　4-87236-373-6　8,058円　　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　8,350円　　76.竹崎順子〈徳富健次郎、大正12〉〔高野静子〕910頁　4-87236-375-2　22,330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　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　6,505円　　79. 小伝［星野あい］〈星野あい、昭和 35〉〔中村ミチコ〕180頁　4-87236-378-7　4,272円　　80.女囚とともに［三田庸子］〈三
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田庸子、昭和 30〉〔太田由加里〕210頁　4-87236-379-5　5,049円　　81. 安井てつ伝〈青山なを、昭和 24〉〔永原和子〕430頁　4-87236-380-9　6,505円

　● 8 回［思想］8 巻（第 82-89 巻）［1991.11］4-283-00371-9　　105,826円

82. 新井奥邃先生〈永島忠重、昭和 8〉〔工藤正三〕350頁　4-87236-381-7　6,796円　　83. 田中正造之生涯〈木下尚江、昭和 3〉〔浪川七五朗〕770頁　

4-87236-382-5　18,932円　　84. 懺悔［木下尚江］〈木下尚江、明治 39〉〔後神俊文〕230頁　4-87236-383-3　7,282円　　85. 徳富蘇峰〈早川喜代次、

昭和 43〉〔安達史人〕710頁　4-87236-384-1　17,476 円　　86. 安部磯雄伝〈片山哲、昭和 33〉〔浪川七五朗〕260頁　4-87236-385-X　7,282 円　　

87. ある心の自叙伝［長谷川如是閑］〈長谷川如是閑、昭和 25〉〔山領健二〕400頁　4-87236-386-8　10,680円　　88. 加藤弘之自叙伝〈加藤弘之、大正4〉

〔吉田曠二〕220頁　4-87236-387-6　5,825円　　89. 鈴木真年伝〈鈴木防人、昭和18〉〔宝賀寿男〕1326頁　4-87236-388-4　31,553円

　● 9 回［婦人］10 巻（第 90-99 巻）［1992.7］4-283-00372-7　　83,979円

90. 越えて来た道［都河竜］〈都河竜、昭和 5〉〔茅野礼子〕620頁　4-87236-389-2　15,534円　　91. 一葉と時雨［樋口一葉／長谷川時雨］〈生田花世、昭

和18〉〔尾形明子〕300頁　4-87236-390-6　7,767円　　92.日露戦争秘史中の河原操子〈福島貞子、昭和10〉〔茅野礼子〕350頁　4-87236-391-4　8,738円

93. 私の半生記［神近市子］〈神近市子、昭和 31〉〔江刺昭子〕280頁　4-87236-392-2　6,796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　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　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　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

5,825円　　98. 感激の思ひ出［高橋鏡子］〈高橋鏡子、昭和17〉〔板垣邦子〕520頁　4-87236-397-3　13,592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　4,854円

　●10 回［宗教］10 巻（第100-109 巻）［1992.10］4-283-00373-5　　133,980円

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　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　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　12,621円　　

103. 湯浅治郎〈湯浅三郎、昭和 7〉〔太田愛人〕200頁　4-87236-402-3　5,825円　　104. 新渡戸稲造伝〈石井満、昭和 9〉〔佐藤全弘〕740頁　4-87236-

403-1　17,476円　　105. 植村正久伝〈青芳勝久、昭和10〉〔大内三郎〕530頁　4-87236-404-X　13,592円　　106.日本近世基督教人物史〈比屋根安定、

昭和10〉〔太田愛人〕640頁　4-87236-405-8　15,534円　　107. 平岩愃保伝〈倉長巍、昭和13〉〔沢田泰紳〕270頁　4-87236-406-6　7,767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　17,476円　　109. ブゼル先生伝〈栗原基、昭和15〉〔佐々木敏郎〕900頁　

4-87236-408-2　23,301円

　●11回［ジャーナリスト］13 巻（第110-122 巻）［1993.6］4-283-00374-3　　141,745円

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　7,767円　　111. 沼間守一〈石川安次郎、明治34〉〔遠山正文〕

220頁　4-87236-410-4　6,796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　13,592円　　113. 天下之

記者一名山田一郎君言行録〈薄田斬雲、明治 39〉〔有山輝雄〕400頁　4-87236-412-0　11,650円　　114. 鼎軒田口先生伝［田口卯吉］〈塩島仁吉、明治

45〉〔有山輝雄〕440頁　4-87236-413-9　12,621円　　115. 先駆者岸田吟香〈杉山栄、昭和 27〉〔山本武利〕260頁　4-87236-414-7　7,767円　　116.

明治大正昭和	記者生活二十年の記録［小野賢一郎］〈小野賢一郎、昭和 4〉〔土屋礼子〕690頁　4-87236-415-5　17,476円　　117. 四十五年記者生活［松

井柏軒］〈松井柏軒、昭和 4〉〔山本武利〕400頁　4-87236-416-3　12,621円　　118. 龍渓矢野文雄君伝〈小栗又一、昭和 5〉〔佐藤能丸〕390頁　

4-87236-417-1　12,621円　　119. 桐原捨三翁追懐録〈福良虎雄、昭和 5〉〔井川充雄〕270頁　4-87236-418-X　7,767円　　120. 鬼城自叙伝［西河通徹］〈西

河謙吉、昭和 6〉〔有山輝雄〕100頁　4-87236-419-8　5,825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

11,650円　　122. 野梓伝〈西村真次、昭和10〉〔梶田明宏〕420頁　4-87236-421-X　13,592円

　●12 回［宗教］12 巻（第123-134 巻）［1993.9］4-283-00375-1　　148,544円

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　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　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　10,680 円　　

126. 宗演禅師と其周囲［釈宗演］〈長尾宗軾、大正12〉〔塩崎幸雄〕360頁　4-87236-425-2　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　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　10,680円　　129. 島地大等

和上行実〈白井成允、昭和 8〉〔山内舜雄〕160頁　4-87236-428-7　5,825円　　130. 独有雲来師余影［荻原雲来］〈荻原博士記念会、昭和13〉〔石上善応〕

230頁　4-87236-429-5　6,796円　　131. 宇都宮黙霖〈知切光歳、昭和17〉〔芳賀登〕400頁　4-87236-430-9　11,650円　　132. 高嶋米峰自叙伝／米峰

回顧談	続高嶋米峰自叙伝〈高嶋米峰、昭和 25／26〉〔塩崎幸雄〕650頁　4-87236-431-7　15,534円　　133. 高楠順次郎先生伝〈鷹谷俊之、昭和 32〉〔水

野弘元〕300頁　4-87236-432-5　8,738円　　134. 新版	わが生涯［姉崎正治］／姉崎正治先生の業績〈姉崎正治／姉崎正治先生生誕百年記念会、昭和

49〉〔渡辺宝陽〕350頁　4-87236-433-3　9,709円

　●13 回［医学］7巻（第135-141巻）［1994.2］4-283-00376-X　　100,970円

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　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　7,767円　　137. 蘭学全盛時代と蘭畴の生涯［松本順］〈鈴木要吾、昭和 8〉〔大島貞夫・太田安雄〕300頁　4-87236-436-8　12,621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　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　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　12,621円　　

141.青木周弼〈岡原義二、昭和16〉〔田中助一〕780頁　4-87236-440-6　25,243円

　●14 回［宗教］11巻（第142-152 巻）［1994.5］4-283-00377-8　　137,864円

142. 鉄禅的快男子	釈元恭／釈元恭〈山本孝則・音川文之／上島長久、明治 28／29〉〔加藤正俊〕340頁　4-87236-441-4　8,738円　　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　25,243円　　144. 清沢満之〈観照社、昭和 3〉〔脇本平也〕310頁　4-87236-443-0

8,738円　　145. 新居日薩〈薩和上遺稿事蹟編纂会、昭和12〉〔石川教張〕1147頁　4-87236-444-9　32,039円　　146. 大田垣蓮月〈成瀬慶子、昭和18〉〔津

田直子〕300頁　4-87236-445-7　8,738円　　147. 麗人九条武子〈佐佐木信綱、昭和 9〉〔佐佐木幸綱〕490頁　4-87236-446-5　12,621円　　148. 豪僧

北畠道龍〈北畠道龍顕彰会、昭和 31〉〔木場明志〕210頁　4-87236-447-3　6,796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　4,854円　　150. 野村望東尼伝〈小野則秋・磯辺実、昭和18〉〔芳賀登〕890頁　4-87236-449-X　10,680円　　151. 興亜

風雲譚［武田範之］〈井上右、昭和17〉〔石川力山〕420頁　4-87236-450-3　11,650円　　152. 河瀬秀治先生伝〈斎藤一暁、昭和16〉〔松本日告一〕260頁

4-87236-451-1　7,767円

　●15 回［スポーツ・医学・保健］10 巻（第153-162 巻）［1994.12］4-283-00378-6　　101,942円

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　10,680円　　154. スパイクの跡／ゴールに入る［人

見絹枝］〈人見絹枝、昭和 4／6〉〔萩原美代子〕670頁　4-87236-453-8　17,476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　15,534円　　156. 長谷川泰先生小伝〈山口梧郎、昭和10〉〔滝沢利行〕190頁

4-87236-455-4　5,825円　　157. 星野鉄男〈村上賢三・木村与一、昭和 8〉〔滝沢利行〕340頁　4-87236-456-2　9,709円　　158. 石塚左玄〈桜沢如一、

昭和 3〉〔滝沢利行〕150頁　4-87236-457-0　4,854円　　159. 桜井郁二郎先生伝〈柳井貴三、昭和16〉〔吉川龍子〕180頁　4-87236-458-9　5,825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　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　13,592円　　162. 秦佐八郎小伝／秦佐八郎の生涯と業績〈秦八千代／秦藤樹、昭和 27／62〉〔吉川龍子〕170頁　

4-87236-461-9　4,854円

　●16 回［婦人］8 巻（第163-170 巻）［1995.3］4-283-00379-4　　112,621円

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　6,796円　　164. お鯉物語［安藤照］〈安藤照、昭和 2〉〔塩

崎幸雄〕560頁　4-87236-463-5　16,505円　　165. 続お鯉物語［安藤照］〈安藤照、昭和 2〉470頁　4-87236-464-3　14,563円　　166. 奥原晴湖〈稲

村量平、昭和 4〉〔田川のり子〕220頁　4-87236-465-1　8,738 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　

人
物



16 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

36,893円　　168. 穂積歌子〈蘆谷重常、昭和 9〉〔草刈拓〕360頁　4-87236-467-8　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　8,738円　　170. 私の歩んだ道［竹内寿恵］〈竹内寿恵、昭和 29〉〔茅野礼子〕260頁　4-87236-469-4　8,738円

　●17 回［憲政］10 巻（第171～180 巻）［1995.6］4-283-00380-8　　205,826円

171. 伯爵後藤象二郎〈大町桂月、大正3〉〔鳥海靖〕820頁　4-87236-470-8　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　21,359円　　173. 大鳥圭介伝〈山崎有信、大正4〉〔古賀志郎〕650頁　4-87236-472-4　18,447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　23,301円　　175. 加藤高明	上巻〈伊藤正徳、昭和 4〉〔山本四郎〕830頁　4-87236-474-0　22,330円　　

176. 加藤高明	下巻〈伊藤正徳、昭和 4〉820頁　4-87236-475-9　22,330円　　177. 野田大塊伝［野田卯太郎］〈坂口二郎、昭和 4〉〔季武嘉也〕900頁　

4-87236-476-7　25,243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　18,447円　　179.中橋徳五郎	上巻〈牧野良三、

昭和19〉〔宇野俊一〕650頁　4-87236-478-3　17,476円　　180.中橋徳五郎	下巻〈牧野良三、昭和19〉590頁　4-87236-479-1　15,534円

　●18 回［日本で活躍した外国人］12 巻（第181-192 巻）［1995.10］4-283-00381-6　　121,358円

181. ブース大将伝〈山室軍平、明治39〉〔三吉明〕570頁　4-87236-480-5　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　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　9,709円　　184.ドクトル・ホイトニーの思ひ出〈ホイトニー夫人・梶夫人、昭和 5〉〔酒井シヅ〕180頁4-87236-483-X　5,825円　　185.

日本人モラエス〈花野富蔵、昭和15〉〔岡村多希子〕320頁　4-87236-484-8　8,738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　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　6,796円

188. ホセ・リサール伝〈花野富蔵、昭和17〉〔塩崎幸雄〕340頁　4-87236-487-2　10,680円　　189. アジアのめざめ	印度志士ビバリ・ボースと日本／ボー

スとリカルテ〈相馬黒光・相馬安雄／中山忠直、昭和 28／17〉〔田中正明〕530頁　4-87236-488-0　13,592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　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　8,738円　　192. クラーク先生詳伝〈逢坂信忢、昭和 31〉〔福島恒雄〕500頁　

4-87236-491-0　13,592円

　●19 回［婦人］8 巻（第193-200 巻）［1995.12］4-283-00382-4　　94,174円

193.竹越竹代の生涯／一葉草子［下山京子］〈竹越熊三郎／下山京子、昭和 40／大正 3〉〔江刺昭子〕520頁　4-87236-492-9　14,563円　　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　14,563円　　195. 霊肉の闘ひ［小杉イ子］〈小杉イ子、大正15〉〔鳥海昭子〕420頁

4-87236-494-5　12,621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　5,825円　　197.

わが母／家庭に活く徳富蘇峰夫人［徳富久子／徳富静子］〈徳富猪一郎／斎藤弔花、昭和 6／18〉〔高野静子〕660頁　4-87236-496-1　17,476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　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　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　3,883円

　● 20 回［音楽］9巻（第201-209 巻）［1996.4］4-283-00383-2　　94,174円

201.音楽生活二十年［大田黒元雄］〈大田黒元雄、昭和10〉〔増井敬二〕390頁　4-87236-500-3　11,650円　　202. 唖蝉坊流生記［添田唖蝉坊］〈添田唖

蝉坊、昭和16〉〔堀切利高〕400頁　4-87236-501-1　12,621円　　203. おもかげ［小山作之助］〈村上市郎、昭和16〉〔上笙一郎〕170頁　4-87236-502-X

5,825円　　204. お蝶夫人［三浦環］〈吉本明光、昭和 22〉〔増井敬二〕360頁　4-87236-503-8　10,680円　　205. 未完の独奏［兼常清佐］〈兼常清佐、

昭和 25〉〔仲万美子〕210頁　4-87236-504-6　8,738円　　206. 滝廉太郎伝〈宮瀬睦夫、昭和 30〉〔小長久子〕330頁　4-87236-505-4　10,680 円　　

207. ペチカは燃える	若き作曲家	今川節君のこと／ペチカよ永久に	今川節追悼顕彰誌〈江守賢治／平井英治、昭和 38／55〉〔上笙一郎〕280頁　4-87236-

506-2　8,738円　　208. 作曲家	藤井清水〈呉市昭和地区郷土史研究会、昭和 56〉〔横田若水〕410頁　4-87236-507-0　13,592円　　209. 大きな紅ばら	

関鑑子追想集〈関鑑子追想集編集委員会、昭和 56〉〔矢沢寛〕370頁　4-87236-508-9　11,650円

　● 21回［宗教］13 巻（第210-222 巻）［1996.7］4-283-00384-0　　195,145円

210. 沢山保羅伝〈武本喜代蔵・古木虎三郎、明治43〉〔茂義樹〕230頁　4-87236-509-7　6,796円　　211. 信仰三十年基督者列伝〈警醒社、大正10〉〔太

田愛人〕360頁　4-87236-510-0　11,650円　　212. 江原素六先生伝〈江原先生伝編纂委員会、大正 12〉〔太田愛人〕910頁　4-87236-511-9　26,214円

213. 信仰五十年［松村介石］〈松村介石、大正15〉〔本井康博〕290頁　4-87236-512-7　8,738円　　214.Memorials	 of	 Naibu	 Kanda	神田乃武先生追憶

及遺稿〈神田記念事業委員会、昭和 2〉〔平川祐弘〕540頁　4-87236-513-5　10,680円　　215. 高畠素之先生の思想と人物〈茂木実臣、昭和 5〉〔田中真人〕

180頁　4-87236-514-3　5,825円　　216. 聖雄押川方義〈大塚栄三、昭和 7〉〔塩崎幸雄〕250頁　4-87236-515-1　7,767円　　217. 本多庸一伝〈岡田哲蔵、

昭和10〉〔気賀健生〕470頁　4-87236-516-X　15,534円　　218. 奥野昌綱先生略伝並歌集	全〈黒田惟信、昭和11〉〔鈴木範久〕470頁　4-87236-517-8

14,563円　　219. 浮田和民先生追懐録〈故浮田和民先生追懐録編纂委員会、昭和 23〉〔尾崎ムゲン〕420頁　4-87236-518-6　14,563円　　220. 宮川経輝

〈高橋虔、昭和 32〉〔杉井六郎〕570頁　4-87236-519-4　18,447円　　221. 佐伯好郎遺稿並伝	上〈法本義弘、昭和 45〉〔佐伯史郎〕870頁　4-87236-

520-8　27,184円　　222. 佐伯好郎遺稿並伝	下〈法本義弘、昭和 45〉〔佐伯史郎〕930頁　4-87236-521-6　27,184円

　● 22 回［宗教］16 巻（第223-238 巻）［1996.10］4-283-00385-9　　177,666円

223. 山本覚馬〈青山霞村、昭和 3〉〔本井康博〕310頁　4-87236-522-4　9,709円　　224. 真人	横川省三伝〈利岡中和、昭和10〉〔塩崎幸雄〕450頁　

4-87236-523-2　15,534円　　225. 小諸義塾と木村熊二先生〈小山周次、昭和11〉〔塩崎幸雄〕160頁　4-87236-524-0　5,825円　　226. 平田平三伝〈田

中亀之助、昭和13〉〔沢田泰紳〕630頁　4-87236-626-9　20,388円　　227.ビリヨン神父の生涯［アマトゥス・ビリオン］〈狩谷平司、昭和13〉〔池田敏雄〕

360頁　4-87236-526-7　11,650円　　228. 朝陽門外［清水安三］〈清水安三、昭和14〉〔衛藤藩吉〕380頁　4-87236-527-5　11,650円　　229. 偉人	日

疋信亮〈石井伝一、昭和16〉〔塩崎幸雄〕220頁　4-87236-528-3　7,767円　　230. 独立伝道者	畔上賢造〈藤本正高、昭和17〉〔佐藤全弘〕370頁　

4-87236-529-1　11,650円　　231.更正保護の父	原胤昭〈若木雅夫、昭和 26〉〔船越麻子〕190頁　4-87236-530-5　6,796円　　232. 宮部金吾〈宮部金

吾博士記念出版刊行会、昭和 28〉〔佐藤全弘〕380頁　4-87236-531-3　11,650円　　233.中田重治伝〈米田勇、昭和 34〉〔宮沢正典〕590頁　4-87236-

532-1　19,417円　　234. 片岡健吉先生の生涯〈片岡健吉先生銅像再建期成会、昭和 38〉〔太田愛人〕360頁　4-87236-533-X　11,650円　　235. 松山高吉〈溝

口靖夫、昭和 44〉〔高道基〕350頁　4-87236-534-8　11,650円　　236. 柏木義円伝〈管井吉郎、昭和 47〉〔田村紀雄〕260頁　4-87236-535-X　8,738円

237. 堀貞一先生〈管井吉郎、昭和19〉〔本井康博〕280頁　4-87236-536-4　8,738円　　238. 新島八重子回想録〈永沢嘉巳男、昭和 48〉〔本井康博〕150

頁　4-87236-537-2　4,854円

　● 23 回［志士・開拓者・探検家］14巻（第239-252 巻）［1997.2］4-283-00386-7　　220,000円

239. 泥舟遺稿［高橋泥舟］〈安部正人、明治36〉〔松浦玲〕220頁　4-7568-0450-0　8,000円　　240. 巨人荒尾精〈井上雅二、明治43〉〔田中正明〕370頁

4-7568-0451-9　12,000円　　241. 浦敬一〈塙薫蔵、大正13〉〔横田順彌〕550頁　4-7568-0452-7　16,000円　　242. 高士	山岡鉄舟〈葛生能久、昭和 4〉

〔古川哲史〕610頁　4-7568-0453-5　19,000 円　　243. 山洲根津先生伝［根津一］〈東亜同文書院滬友同窓会、昭和 5〉〔田中正明〕500頁　4-7568-

0454-3　17,000円　　244. 大豪	清水次郎長［山本長五郎］〈小笠原長生、昭和11〉〔礫川全次〕421頁　4-7568-0455-1　14,000円　　245. 東宮鉄男伝〈東

宮大佐記念事業委員会、昭和15〉〔櫻本富雄〕960頁　4-7568-0456-X　32,000円　　246. 福島将軍遺績［福島安正］〈太田阿山、昭和16〉〔横田順彌〕

380頁　4-7568-0457-8　12,000円　　247.中央亜細亜より亜拉比亜へ	福島将軍遺績続［福島安正］〈太田阿山、昭和18〉〔横田順彌〕390頁　4-7568-

0458-6　13,000円　　248. 開拓者　郡司大尉［郡司成忠］〈寺島柾史、昭和17〉〔横田順彌〕320頁　4-7568-0459-4　10,000円　　249. 白瀬中尉探検記［白

瀬矗］〈木村義昌・谷口義也、昭和17〉〔村山雅美〕420頁　4-7568-0460-8　13,000円　　250. 太平洋探検家　鈴木経勲〈竹下源之助、昭和18〉〔山口洋

児〕290頁　4-7568-0461-6　9,000円　　251. 興亜一路　井上雅二〈永見七郎、昭和17〉〔太田弘毅〕1193頁　4-7568-0462-4　40,000円　　252. 踏海

志士　金子重之助〈福本義亮、昭和 33〉〔奈良本辰也〕150頁　4-7568-0463-2　5,000円

　● 24 回［志士・開拓者・探検家］10 巻（第253-262 巻）［1997.5］4-283-00387-5　　182,000円

253. 問題の人	甘粕正彦〈山根倬三、大正13〉〔長山靖生〕410頁　4-7568-0464-0　13,000円　　254. 東亜先覚	志士記伝	上〈葛生能久、昭和 8〉〔田中

正明〕900頁　4-7568-0465-9　29,000円　　255. 東亜先覚	志士記伝	中〈葛生能久、昭和10〉〔田中正明〕910頁　4-7568-0466-7　29,000円　　256.



17※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

東亜先覚	志士記伝	下〈葛生能久、昭和11〉〔田中正明〕960頁　4-7568-0467-5　31,000円　　257. 川島浪速翁〈会田勉、昭和11〉〔田中正明〕540頁　

4-7568-0468-3　18,000円　　258. 近衛篤麿公〈工藤武重、昭和13〉〔栗田尚弥〕400頁　4-7568-0469-1　14,000円　　259. 動乱の蔭に	私の半生記［川

島芳子］／川島芳子獄中記〈川島芳子／林杢兵衛、昭和15／24〉〔横田順彌〕470頁　4-7568-0470-5　15,000円　　260. 松浦武四郎〈横山健堂、昭和

19〉〔長山靖生〕480頁　4-7568-0471-3　15,000円　　261. 渥美勝伝〈田尻隼人、昭和19〉〔太田弘毅〕270頁　4-7568-0472-1　9,000円　　262. 努力と

信念の世界人	星一評伝〈大山恵佐、昭和 24〉〔横田順彌〕280頁　4-7568-0473-X　9,000円

　● 25 回［法曹界］9巻（第263-271巻）［1997.9］4-283-00388-3　　154,000円

263. 平出修遺稿〈平出修、大正6〉〔平出洸〕540頁　4-7568-0474-8　15,000円　　264. 昆田文次郎君の生涯〈薄田貞敬、昭和 4〉〔横田順彌〕990頁　

4-7568-0475-6　29,000円　　265. 鳩山の一生［鳩山和夫］〈鳩山春子、昭和 4〉〔金子宏二〕510頁　4-7568-0476-4　15,000円　　266. 弁護士生活の回

顧［原嘉道］〈黒沢松次郎、昭和10〉〔金子宏二〕730頁　4-7568-0477-2　24,000円　　267. 菊池先生伝［菊池武夫］〈新井要太郎、昭和13〉〔中川寿之〕

710頁　4-7568-0478-0　22,000円　　268. 平沼騏一郎伝〈岩崎栄、昭和14〉〔山泉進〕300頁　4-7568-0479-9　9,000円　　269. 生きて来た道［田中耕

太郎］〈柳沢健、昭和 25〉〔半沢孝麿〕290頁　4-7568-0480-2　9,000円　　270. 鵜沢総明	その生涯とたたかい〈石川正俊、昭和 31〉〔長尾龍一〕560頁

4-7568-0481-0　14,000円　　271.竹内賀久治伝〈竹内賀久治伝刊行会、昭和 35〉〔伊藤孝夫〕530頁　4-7568-0482-9　17,000円

　● 26 回［法曹界］9巻（第272-280 巻）［1997.11］4-283-00389-1　　138,000円

272. 梧堂言行録［岡山兼吉］〈岡山同窓会、明治 28〉〔中川壽之〕580頁　4-7568-0483-7　18,000円　　273. 時代思想の権化	星亨と社会／怪傑　星亨〈正

岡芸陽／川越重治、明治 34〉〔山泉進〕320頁　4-7568-0484-5　11,OOO 円　　274. 博士	梅謙次郎〈東川徳治、大正6〉〔安岡昭男〕300頁　4-7568-

0485-3　10,000円　　275. 花井卓蔵全伝	上〈大木源二、昭和10〉〔小田中聡樹〕680頁　4-7568-0486-1　22,000円　　276. 花井卓蔵全伝	下〈大木源二、

昭和10〉〔小田中聡樹〕490頁　4-7568-0487-X　16,000円　　277. 全民衆の味方	吾等の弁護士　布施辰治／涙を憤りと共に	布施辰治の生涯〈本多久泰

／小生夢坊・本多定喜、昭和 5／29〉〔山泉進〕340頁　4-7568-0488-8　11,000 円　　278. 藤沢幾之輔〈阿子島俊治、昭和11〉〔逸見英夫〕490頁　

4-7568-0489-6　16,000円　　279. 護法の巨人	児島惟謙と其時代〈原田光三郎、昭和15〉〔新井勉〕380頁　4-7568-0490-X　13,000円　　280. 利光鶴

松翁手記〈小田急電鉄株式会社、昭和 32〉〔北中誠・小林和幸〕670頁　4-7568-0491-8　21,000円

　● 27 回［芸能］12 巻（第281-292 巻）［1998.2］4-283-00390-5　　143,000円

281. 夢声半代記［徳川夢声］〈徳川夢声、昭和 4〉〔末永昭二〕310頁　4-7568-0492-6　10,000円　　282. のんき哲学［石田一松］〈石田一松、昭和 21〉〔筏

丸けいこ〕270頁　4-7568-0493-4　8,000円　　283. 駄々ッ子人生［国井紫香］〈国井紫香、昭和 23〉〔滝口浩〕330頁　4-7568-0494-2　10,000円　　

284. エノケンの泣き笑い人生／喜劇こそわが命か［榎本健一］〈榎本健一、昭和 22／42〉〔滝口浩〕410頁　4-7568-0495-0　13,000円　　285. 喜劇三十年	

あちゃらか人生／苦笑風呂［古川緑波］〈古川緑波、昭和 31／23〉〔山下武〕460頁　4-7568-0496-9　14,000円　　286. 冗談十年／続冗談十年／続々冗

談十年［三木鶏郎］〈三木鶏郎、昭和 29〉〔筏丸けいこ〕1110頁　4-7568-0497-7　33,000円　　287. 高座五十年［春風亭柳橋］〈渡辺金太郎、昭和 33〉〔岡

田則夫〕250頁　4-7568-0498-5　8,000円　　288. 伴淳放浪記［伴淳三郎］〈伴淳三郎、昭和 42〉〔末永昭二〕460頁　4-7568-0499-3　14,000円　　

289. 泣き笑い五十年［柳家金語楼］〈山下敬太郎、昭和 42〉〔山下武〕240頁　4-7568-0500-0　7,000円　　290.てんてん人生［橘家円蔵］〈橘家円蔵、昭

和 42〉〔山下武〕210頁　4-7568-0501-9　7,000円　　291. わが喜劇［渋谷天外］〈渋谷天外、昭和 47〉〔原健太郎〕340頁　4-7568-0502-7　11,000円　

292. 夢幻と狂死	三遊亭円朝を求めて［三遊亭円朝］〈新田直、昭和 47〉〔岡田則夫〕260頁　4-7568-0503-5　8,000円

　● 28 回［映画人］12 巻（第293-304 巻）［1998.5］4-283-00391-3　　110,000円

293. 小山内薫〈堀川寛一、昭和17〉〔山下武〕410頁　4-7568-0504-3　13,000円　　294. 映画道まっしぐら［永田雅一］〈永田雅一、昭和 28〉〔筏丸けいこ〕

350頁　4-7568-0505-1　11,000円　　295.マキノ光雄〈北川鉄夫、昭和 33〉〔滝口浩〕230頁　4-7568-0506-X　7,000円　　296. わが芸と金と恋［大蔵貢］

〈大蔵貢、昭和 34〉〔末永昭二〕270頁　4-7568-0507-8　8,000 円　　297. 人情映画ばか［山野一郎］〈山野一郎、昭和 35〉〔山下武〕260頁　4-7568-

0508-6　8,000円　　298. 映画監督五十年［内田吐夢］〈内田吐夢、昭和 43〉〔筏丸けいこ〕290頁　4-7568-0509-4　9,000円　　299. カツドウ屋一代［牧

野省三］〈マキノ雅弘、昭和 43〉〔滝口浩〕240頁　4-7568-0510-8　7,000円　　300. 根岸寛一〈岩崎昶、昭和 44〉〔大宮信光〕310頁　4-7568-0511-6　

10,000円　　301. カツドウヤ自他伝［山本嘉次郎］〈山本嘉次郎、昭和 47〉〔末永昭二〕390頁　4-7568-0512-4　12,000円　　302. 映画に生きる［坂斎小

一郎］〈坂斎小一郎、昭和 51〉〔大宮信光〕280頁　4-7568-0513-2　9,000円　　303. 映画のいのち［吉村公三郎］〈吉村公三郎、昭和 51〉〔清水寛子〕

200頁　4-7568-0514-0　6,000円　　304. わが青春［五所平之助］〈五所平之助、昭和 53〉〔野田伸也〕320頁　4-7568-0515-9　10,000円

　● 29 回［医学］13 巻（第 305-317巻）［1998.11］4-283-00392-1　　153,000円

305. 高木兼寛伝〈高木喜寛、大正 11〉〔深瀬泰旦〕550頁　4-7568-0870-0　17,000円　　306. 高峰博士［高峰譲吉］〈塩原又策、大正 15〉〔末廣雅也〕

250頁　4-7568-0871-9　8,000円　　307.青山胤通〈鵜崎熊吉、昭和 5〉〔酒井シズ〕340頁　4-7568-0872-7　13,000円　　308. 多紀氏の事蹟［多紀一族］

〈森潤三郎、昭和 8〉〔町泉寿郎〕390頁　4-7568-0873-5　12,000円　　309. 関寛齋〈鈴木要吾、昭和11〉〔酒井シズ〕140頁　4-7568-0874-3　6,000円

310. 岡田和一郎先生伝〈梅沢彦太郎、昭和18〉〔飯田収〕590頁　4-7568-0875-1　19,000円　　311. 長与又郎伝〈長与博士記念会、昭和19〉〔梶田昭〕

470頁　4-7568-0876-X　14,000円　　312. 真鍋嘉一郎〈真鍋先生伝記編纂会、昭和 25〉〔石原力〕260頁　4-7568-0877-8　8,000円　　313. 上條秀介〈吾

妻俊夫、昭和 27〉〔蔵方宏昌〕370頁　4-7568-0878-6　13,000円　　314. 大槻俊斎〈青木大輔、昭和 39〉〔深瀬泰旦〕150頁　4-7568-0879-4　5,000円

315. 研究の回顧［鈴木梅太郎］〈鈴木梅太郎、昭和18〉〔末廣雅也〕380頁　4-7568-0880-8　10,000円　　316. 藤波先生追悼録［藤波鑑］〈清野謙次、

昭和10〉〔杉立義一〕480頁　4-7568-0881-6　14,000 円　　317. 極到余音［金杉英五郎］〈西山信光、昭和10〉〔日野原正〕600頁　4-7568-0882-4　

14,000円

　● 30 回［婦人］10 巻（第 318-327巻）［1999.2］4-283-00393-X　　92,000円

318. 恋の哀史	須磨子の一生［松井須磨子］〈秋田雨雀・仲木貞一、大正8〉〔山下武〕380頁　4-7568-0883-2　12,000円　　319. 素裸な自画像［伊沢蘭奢］

〈鷹羽司、昭和 4〉〔山下武〕370頁　4-7568-0884-0　11,000 円　　320. 妻吉自叙伝	 堀江物語［大石順教］〈大石米子、昭和 5〉〔山下武〕330頁　

4-7568-0885-9　10,000円　　321. 愛は牢獄をこえて［中本たか子］〈中本たか子、昭和 25〉〔大宮信光〕220頁　4-7568-0886-7　7,000円　　322. 私の

歩んだ道	滞欧二十年［田中路子］〈田中路子、昭和 29〉〔小松史生子〕260頁　4-7568-0887-5　8,000円　　323. 酔うて候［西崎緑］〈西崎緑、昭和 32〉〔村

上裕徳〕270頁　4-7568-0888-3　8,000円　　324. 多情菩薩	喜代三自叙伝［新橋喜代三］〈中山嘉子、昭和 33〉〔清水寛子〕340頁　4-7568-0889-1　

10,000円　　325. 新劇女優［東山千栄子］〈東山千栄子、昭和 33〉〔筏丸けいこ〕240頁　4-7568-0890-5　7,000円　　326. 馬賊と女将軍	中島成子大陸

戦記〈朽木寒三、昭和 42〉〔佐藤太平〕300頁　4-7568-0891-3　9,000円　　327. 松旭斎天勝［初代松旭斎天勝］〈石川雅章、昭和 43〉〔村上裕徳〕310頁

4-7568-0892-1　10,000円

　● 31回［経営者］10 巻（第 328-337巻）［2000.9］4-283-00394-8　　120,500円

328. 若尾逸平〈内藤文治良、大正 3〉〔前坂俊之〕630頁　4-7568-0893-X　13,500 円　　329. 宰平遺績［広瀬宰平］〈広瀬満正、大正 15〉〔前坂俊之〕

540頁　4-7568-0894-8　12,500円　　330. 馬越恭平翁伝〈大塚栄三、昭和10〉〔前坂俊之〕540頁　4-7568-0895-6　13,500円　　331. 朝吹英二君伝〈大

西理平、昭和 3〉〔前坂俊之〕680頁　4-7568-0896-4　13,500円　　332. 伊藤伝七翁〈絹川太一、昭和11〉〔前坂俊之〕400頁　4-7568-0897-2　13,500円

333. 回顧七十五年［大沢善助］〈大沢善助、昭和 4〉〔前坂俊之〕350頁　4-7568-0898-0　8,500円　　334.中上川彦次郎君〈菊地武徳、明治36〉〔前坂俊

之〕130頁　4-7568-0899-9　5,000円　　335. 岩下清周伝〈故岩下清周君伝記編纂会、昭和 6〉〔前坂俊之〕1010頁　4-7568-0916-2　19,500円　　336.

麻生太吉翁伝〈麻生太吉翁伝刊行会、昭和10〉〔前坂俊之〕640頁　4-7568-0917-0　12,500円　　337. 波多野鶴吉翁伝〈村島渚、昭和15〉〔西田弘和〕

300頁　4-7568-0918-9　8,500円

　● 32 回［農業］13 巻（第 338-350 巻）［2000.12］4-283-00395-6　　131,100円

338. 増補	老農中村直三〈荒川羽山、大正6〉〔高木正喬〕200頁　4-7568-0919-7　6,500円　　339. 天下之老農	石川理紀之助〈石川老農事蹟調査会、大

正5〉〔勝部眞人〕610頁　4-7568-0920-0　18,500円　　340. 船津伝次平翁伝〈石井泰吉、昭和 40〉〔西村卓〕190頁　4-7568-0921-9　6,700円　　341.

津田仙	明治の基督者〈都田豊三郎、昭和 47〉〔西田弘和〕240頁　4-7568-0922-7　7,200円　　342. 田中芳男伝〈みやじましげる、昭和 58〉〔平賀明彦〕

450頁　4-7568-0923-5　13,500円　　343. 志村源太郎	その人と業績〈志村源太郎伝刊行会、昭和 45〉〔平賀明彦〕470頁　4-7568-0924-3　13,800円

人
物



18 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

344. 山崎延吉伝〈稲垣喜代志、昭和 41〉〔綱沢満昭〕240頁　4-7568-0925-1　7,500円　　345.千石興太郎〈竹森一男、昭和 46〉〔高田知和〕370頁　

4-7568-0926-X　11,400円　　346. 町村敬貴伝〈蝦名賢造、昭和 46〉〔井上昌保〕322頁　4-7568-0927-8　10,500円　　347. 石黒忠篤〈小平権一、昭和

37〉〔平賀明彦〕230頁　4-7568-0928-6　7,000円　　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　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　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　10,200円

　● 33 回［事業家］6 巻（第 351-356 巻）［2010.11］978-4-283-00832-8　　99,800円

351. 浅野総一郎〈浅野総一郎（泰治郎）・浅野良三、昭和12〉〔前坂俊之〕950頁　978-4-283-00826-7　28,800円　　352. 阿部房次郎伝〈熊川千代喜、

昭和15〉〔前坂俊之〕560頁　978-4-283-00827-4　17,800円　　353. 幽	翁［伊庭貞剛］〈西川正治郎、昭和 8〉〔前坂俊之〕420頁　978-4-283-00828-1

12,000円　　354. 大谷嘉兵衛翁伝〈茂出木源太郎、昭和 6〉〔野口恒〕710頁　978-4-283-00829-8　20,000円　　355. 尊徳全伝［二宮尊徳］〈奥平祥一、

昭和15〉〔野口恒〕470頁　978-4-283-00830-4　13,200 円　　356. 藤田翁言行録［藤田伝三郎］〈岩下清周、大正 2〉〔前坂俊之〕170頁　978-4-283-

00831-1　8,000円

　● 34 回［実業家］5巻（第 357-361巻）［2011.6］978-4-283-00838-0　　111,000円

357.日本海運の建設者	岩崎弥太郎〈白柳秀湖、昭和17〉320頁　978-4-283-00833-5　12,000円　　358.青淵百話　縮刷［渋沢栄一］〈渋沢栄一、大正 2〉

1020頁　978-4-283-00834-2　36,000円　　359. 片岡直輝翁記念誌〈石川辰一郎、昭和 3〉620頁　978-4-283-00835-9　21,000円　　360. 藤山雷太伝〈星

野小次郎、昭和14〉330頁　978-4-283-00836-6　12,000円　　361. 大林芳五郎伝〈白田喜八郎、昭和15〉740頁　978-4-283-00837-3　30,000円

　● 35 回［学長・創学者］5巻（第 362-366 巻）［2012.1］978-4-283-00844-1　　108,500円

362. 矢野二郎伝〈島田三郎、大正 2〉410頁　978-4-283-00839-7　18,000 円　　363. 手島精一先生伝〈手島工業教育資金団、昭和 4〉360頁　978-4-

283-00840-3　14,500円　　364. 男爵山川先生伝［山川健次郎］〈花見朔巳、昭和14〉540頁　978-4-283-00841-0　21,000円　　365. 男爵山川先生遺稿［山

川健次郎］〈故山川男爵記念会、昭和12〉780頁　978-4-283-00842-7　28,000円　　366. 鎌田栄吉全集	第一巻・伝記篇〈鎌田栄吉先生伝記及全集刊行会、

昭和10〉730頁　978-4-283-00843-4　27,000円

完本 名将言行録　全５巻　岡谷繁実著［2016.2］A5 判　978-4-283-01323-0　　98,000円

■知る人ぞ知る名著の原典を初めて続編を含む完本で複刻！名将はその時、何を思い、考え、どう行動したか…日本史上の重要人物 218 名の“人間像”が鮮

明に迫ってくる！

1. 名将言行録・前編上冊　　2. 名将言行録・前編下冊　　3. 名将言行録・後編上冊　　4. 名将言行録・後編下冊〈以上、明治43（初版明治 29）〉　　5. 続

名将言行録〈明治44〉

明治のロマン 松野磵
はざま

と松野クララ 林学・幼稚園教育事始め　小林富士雄著［2010.8］978-4-283-00777-2　　1,800円

■日本の近代林学の創始者松野磵（1847-1908）、日本幼稚園教育実践の先駆者クララ（1853-1931）。国内外の足跡を丹念にたどり、日本の近代化にそれぞ

れの志をもって手を携えて生きた非凡な夫婦の生涯が明らかになる。◇四六判190頁

闘う牧師 田村直臣の挑戦　梅本順子著［2010.2］A5 判 148頁　978-4-283-00776-5　　3,200円

■たむら・なおみ（1858-1934）は「宗教をはずしても、もっと語るべき人物」。キリスト教、ジャーナリズム、米国留学・異文化接触、社会教育、児童文学、

足尾鉱毒事件…既存の価値観に挑戦し凄まじく奮闘し続けた一生。

未完のハーン伝 テューニソン関係書簡を中心に　梅本順子著［2002.12］A5 判 150頁4-283-00214-3　　2,600円

■ラフカディオ・ハーンの伝記を書こうと集めていたハーンの書簡が、伝記未完成のまま埋もれていた。どの伝記にも収録されなかった書簡を原文と翻訳で甦

らせる。

新聞に見る 人物大事典　昭和戦後編（ドキュメント 人と業績大事典）　全 25 巻・別巻索引2巻［1999-2002］A4 判（全 5回配本）792,000円（索引込）

■社会とのかかわりの中で人物の陰影を活写した『ドキュメント戦後の日本』全 50 巻の人物編（収録は昭和 22-58 年〔1947-83〕。50 音順）。従来の人物事典

と全く違うタイプのユニークな人物事典。約 4,500 名（犯罪者は除く）の新聞報道を複刻し集大成。業績・事件・事故・人物評・エピソード・訃報など、当

時の社会の受け止め方を通して、今日では容易に調査できない経歴や評価（顔写真・知人の追憶談は貴重）がわかり、標準的人名事典の欠を大いに補う。

　●1回　5巻（1-5 巻）［1999.11］4-931522-01-7　150,000円	 ● 2 回　5巻（6-10 巻）［2000.7］4-931522-02-5　150,000円

　● 3 回　5巻（11-15 巻）［2001.7］4-931522-03-3　150,000円	 ● 4 回　5巻（16-20 巻）［2001.12］4-931522-04-1　150,000円

　● 5 回　5巻（21-25 巻）［2002.5］4-931522-05-X　150,000円	 別巻　索引2巻（下記、『現代人物素描事典』）　42,000円

現代人物素描事典　全 2巻［2002.11］B5 判　4-283-00205-4　　42,000円

■上記『新聞に見る	人物大事典』の索引編。第Ⅰ巻は「人物の人間像とその物の考え方を、新聞掲載の本人の言葉もしくは同時代の記者・識者の言葉によっ

て素描」し略歴を付し、人名事典として単独に使える。第Ⅱ巻は、記事見出しのキーワード、出身校・出身地、記事中の肖像（写真・似顔絵）の事項索引。

近代日本企業家伝叢書　全 9巻　小野寺逸也・硲宗夫・前坂俊之監修［1998.11］A5 判　　154,000円

■各産業で今日の発展の基礎をつくった重要な経済人・実業家・財界人の伝記を集める。

1. 本木昌造・平野富二詳伝〈三谷幸吉、昭和 8〉340頁	4-7568-0930-8　11,000円

2. 呑象高嶋嘉右衛門翁伝〈植村澄三郎、大正3〉290頁	4-7568-0931-6　9,000円

3.古河市兵衛翁伝〈五日会、大正15〉430頁	4-7568-0932-4　15,000円	 4. 岩崎弥太郎〈山路愛山、大正3〉290頁	4-7568-0933-2　9,000円

5. 五代友厚伝〈五代龍作、昭和11〉660頁	4-7568-0934-0　20,000円	 6. 西村勝三翁伝〈西村翁伝記編纂会、大正10〉320頁	4-7568-0935-9　10,000円

7. 土居通夫君伝〈半井桃水、大正13〉950頁	4-7568-0936-7　29,000円	 8. 大倉鶴彦翁［大倉喜八郎］〈鶴友会、大正13〉560頁	4-7568-0937-5　18,000円

9. 渋沢栄一自叙伝〈渋沢栄一述、昭和13〉1110頁	4-7568-0938-3　33,000円

幕末・明治の外国人医師たち　小玉順三著　［1997.12］A5 判　4-7568-0447-0　　4,000円

■幕末・明治史の一端を明かす。幕末動乱のさなかに横浜に着任した外国人医師たちの活躍ぶりを追い求め、わが国近代医療の混沌とした創世期に光を当

てた。

明治期外国人名辞典　全 6 巻・別冊1　川戸道昭解説［1996.10］A5 判　4-7568-0087-4　　72,816円

■近代日本の外国文化受容の格闘の跡を語る重要な代表辞典を集成。人物を通じて理解した日本人の西洋像を如実に語る資料となっている。翻訳文学に計

り知れない影響を与えた。収録人数は外国人約 6,500 名、日本人約1,000 名。

1. 伊呂波分	西洋人名字引〈何礼之・吉田五十穂訳纂、明治12〉　　2. 万国人名辞書	上の1・西洋の部〈明治 26〉　　3. 万国人名辞書	上の2・支那の部〈明

治 26〉　　4. 万国人名辞書	下の1・日本の部〈山田武太郎、明治 26〉　　5. 万国人名辞書	下の2・日本の部〈山田武太郎、明治 26〉　　6. 増訂	外国地名

人名辞典〈明治36〉　　別冊（解説：西洋人名移入考　人名辞書の成立とその背景他）

新聞に見る 人物大事典　戦前編　全 5巻［1994.5］B5 判　4-87236-911-4　　77,670円

■新聞記事そのものによる人物事典。時代と社会に捉えられた人物のナマの姿に迫る情報満載。大正期から第2次世界大戦中の物故者 5000 余名を収録。

火薬、酒、花、香水のニオイが伝わってくる臨場感。



19※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

列伝叢書　全31巻・別冊3［1994-95］（全 3回配本）A5 判　　318,447円

■評伝・列伝・逸話集・名鑑は人物情報の宝庫。普通の人名事典類では知られない生き生きとした姿、“より詳しく、濃い”人物像を探すときに重宝する。日

本近代の魅力ある人たち約 3,700人（索引収録人名数）のもうひとつの「伝記」。

　●1回［婦人・技術者・科学者］12 巻（第1-12 巻）別冊1［1994.10］4-283-00361-1　　106,796円

1.名士名家の夫人〈須藤愛司、明治35〉240頁　4-87236-543-7　4,854円　　2. 明治大臣の夫人〈岩崎徂堂、明治36〉300頁　4-87236-544-5　7,767円

3. 明治豪商の夫人〈岩崎徂堂、明治 36〉250頁　4-87236-545-3　5,825円　　4. 女人人国記	 関東・東海道・九州編〈板谷英世、昭和 6〉420頁　

4-87236-546-1　11,650円　　5. 続女人人国記	関西・東北北海道・中国・北信・四国編〈板谷英世、昭和 6〉470頁　4-87236-547-X　12,621円　　6. 近

代美人伝〈長谷川時雨、昭和11〉550頁　4-87236-548-8　15,534円　　7.女博士列伝〈長島譲、昭和12〉250頁　4-87236-549-6　6,796円　　8. 技術

家評伝〈三枝博音、昭和15〉320頁　4-87236-550-X　7,767円　　9. 続技術家評伝〈三枝博音、昭和18〉340頁　4-87236-551-8　7,767円　　10. 工業

日本の先駆者たち〈山本巌、昭和15〉200頁　4-87236-552-6　5,825円　　11. 近世科学者列伝〈尾崎久彌、昭和18〉290頁　4-87236-553-4　5,825円

12.日本大科学者物語〈寺島柾史、昭和16〉570頁　4-87236-554-2　14,563円　　別冊（人名索引）32頁

　● 2 回［憲政・財界・婦人］12 巻（第13-24 巻）別冊1［1995.2］4-283-00362-X　　108,738円

13. 衆議院議員候補者列伝	一名帝国名士叢伝〈大久保利夫、明治 23〉710頁　4-87236-555-0　19,417円　　14. 衆議院議員候補者列伝第二編	一名帝国

名士叢伝〈大久保利夫、明治 23〉400頁　4-87236-556-9　10,680円　　15. 衆議院議員候補者列伝第三編	一名帝国名士叢伝〈大久保利夫、明治 23〉210

頁　4-87236-557-7　5,825円　　16. 当世人物評〈曾根松太郎、明治 35〉270頁　4-87236-558-5　7,767円　　17. 人物評論	朝野の五大閥〈鵜崎鷺城、

明治45〉490頁　4-87236-559-3　13,592円　　18. 明治閨秀美譚〈鈴木光次郎、明治 25〉130頁　4-87236-560-7　3,884円　　19. 郷土婦人の輝〈石神

今太、昭和 2〉490頁　4-87236-561-5　13,592円　　20. 郷土婦人のかゞみ〈佐々木新作、昭和 4〉250頁　4-87236-562-3　6,796円　　21. 靖国烈女伝〈生

田辰男、昭和16〉330頁　4-87236-563-1　9,709円　　22. 信仰に輝く日本婦人達〈片岡弥吉、昭和16〉160頁　4-87236-564-X　5,825円　　23. 上毛女

人〈小滝和子、昭和 25〉160頁　4-87236-565-8　5,825円　　24. 近世肥後女性伝〈豊福一喜、昭和 29〉180頁　4-87236-566-6　5,825円　　別冊（人

名索引）56頁

　● 3 回［奇人・快人・豪傑人］7巻（第25-31巻）別冊1［1995.7］4-283-00363-8　　102,913円

25. 勤王烈士伝〈萩原正太郎、明治39〉1280頁　4-87236-567-4　32,039円　　26. 明治功臣録	天之巻〈朝比奈知泉、大正4〉760頁　4-87236-568-2　

18,447円　　27. 明治功臣録	地之巻〈朝比奈知泉、大正4〉790頁　4-87236-569-0　19,417円　　28. 明治畸人伝〈阪井弁、明治36〉170頁　4-87236-

570-4　4,369 円　　29. 大正畸人伝〈鳥谷部陽太郎、大正 14〉250頁　4-87236-571-2　　6,311円　　30. 近代快傑録〈尾崎行雄、昭和 9〉350頁　

4-87236-572-0　8,738円　　31. 明治維新の勤王僧〈神根悊生、昭和11〉540頁　4-87236-573-9　13,592円　　別冊（人名索引　付・全巻）80頁

昭和戦前 財界人名大事典　全4巻［1993.12］B5 判　4-87236-857-6　　97,087円

■12,200 名（顔写真約 4,000 名）、団体約1,700 件。①財界人物選集〈刊行会、昭和 4〉　②最新業界人事盛衰録〈商工事業調査会出版部、昭和 6〉　③財

界二千五百人集〈編集部、昭和 9〉　④財界二千五百人集・別巻〈編集部、昭和 9〉

戦時体制下に於ける 事業及人物　［1990.4］B5 判 1400頁　4-87236-130-X　　38,835円

■〈東京電報通信社、昭和19（第 2版）〉。戦時における企業実態、人物動向の赤裸 な々記録。第二次大戦時に重要な役割を果たした事業体・人物（4,444人、

3,111企業収録）の名称・功績を網羅詳述する。

実伝 紀伊國屋文左衛門	上山柑翁（勘太郎）著／石堂秀夫解説［1987.10］A5 判 420頁	4-87236-031-1　　9,600円

■〈明治書院、昭和14〉。紀州和歌山の生んだ一代の風雲児、紀伊國屋文左衛門の謎にみちた生涯の実像を解明する名著。付録：純情一代男紀伊國屋文

左衛門（戯曲）・紀伊國屋文左衛門（浪曲）。

❖　アジア・異文化・民俗　❖

アジア学叢書　1-311巻（41回配本）［1996-2016］　A5/B5/A4 判　　【312 巻以降〈大空社出版〉刊】

■アジアの時代に応え、日本・世界を読み解くための、領域横断の学際的大叢書。多様なテーマで必読・貴重な文献資料を掘り起こす。［配本テーマ］人類

学/宗教 /近代史 /東西交渉史 /中国思想 /経済・社会/中国ギルド/教育/法制 /演劇 /風俗･民俗/映画･演芸/南洋/交通史 /産業・資源 /地政

学/森林資源 /蒙古/地名/芸術・文化 /民族誌 /アジア写真集 /農業生活/中国を知る/民俗/物産 /宗教 /神話・伝説 /海運 /紀行/旅行・案内記

/華僑/民族 /南洋 2/アジアの海と島々/ビルマを知る

　●1回［人類学］　9巻（1-9 巻）［1996.5］978-4-283-00406-5　　95,146円

1. 満蒙の民族と宗教〈赤松智城・秋葉隆、昭和16〉664頁　4-7568-0240-0　16,505円　　2. 朝鮮の姓名氏族に関する研究調査〈朝鮮総督府中枢院（今村

鞆）、昭和 9〉526頁　4-7568-0241-9　12,621円　　3. 東南亜細亜民族学先史学研究	第一巻（台湾を中心とせる）〈鹿野忠雄、昭和 21〉482頁　4-7568-

0242-7　10,680円　　4. 東南亜細亜民族学先史学研究	第二巻〈鹿野忠雄、昭和 27〉338頁　4-7568-0243-5　7,767円　　5. 未開人の政治と法律〈杉浦

健一、昭和 22〉292頁　4-7568-0244-3　7,767円　　6. 原始経済の研究〈杉浦健一、昭和 23〉364頁　4-7568-0245-1　8,738円　　7. 民族宗教の研究〈棚

瀬襄爾、昭和16〉604頁　4-7568-0246-X　13,592円　　8. 支那の民俗〈永尾龍造、昭和 2〉352頁　4-7568-0247-8　7,767円　　9. 鼓村襍記	鈴木鼓村

遺稿〈鈴木鼓・雨田光平、昭和19〉400頁　4-7568-0248-6　9,709円

　● 2 回［宗教］　8 巻（10-17巻）［1996.9］978-4-283-00407-3　　97,087円

10. 海外神社の史的研究〈近藤喜博、昭和18〉434頁　4-7568-0249-4　10,680円　　11. 基督教の日本的展開〈比屋根安定、昭和13〉282頁　4-7568-

0250-8　6,796円　　12. 註解	出定後語〈富永仲基原著、吉川延太郎註解、昭和18〉468頁　4-7568-0251-6　12,621円　　13. 朝鮮天主教小史	改訂増補

〈植田斧三郎、昭和 9〉458頁　4-7568-0252-4　10,680円　　14. 神道の宗教発達史的研究〈加藤玄智、昭和10〉1440頁　4-7568-0253-2　30,097円　

15. 東亜政策と支那宗教問題〈澤崎堅造、昭和17〉476頁　4-7568-0254-0　11,650 円　　16. 日本基督教の精神的伝統〈魚木忠一、昭和16〉256頁　

4-7568-0255-9　6,796円　　17. 景教碑文研究〈佐伯好郎、明治44〉342頁　4-7568-0256-7　7,767円

　● 3 回［近代史］　6 巻（18-23 巻）［1997.2］978-4-283-00408-1　　97,000円

18. 条約改正史〈山本茂、昭和18〉866頁　4-7568-0257-5　21,000円　　19. 満洲義軍〈山名正二、昭和17〉778頁　4-7568-0258-3　19,000円　　20. 満洲

基督教史話〈竹森満佐一、昭和15〉354頁　4-7568-0259-1　8,000円　　21. 満疆カトリック大観〈平山政十、昭和14〉816頁　4-7568-0260-5　20,000円　

22. 彰義隊戦史〈山崎有信、明治43〉886頁　4-7568-0261-3　21,000円　　23. 明治南進史稿〈入江寅次、昭和18〉332頁　4-7568-0262-1　8,000円

　● 4 回［人類学 2］　6 巻（24-29 巻）［1997.4］978-4-283-00409-X　　114,000円

24. 朝鮮巫俗の研究	上巻〈赤松智城・秋葉隆、昭和12〉616頁　4-7568-0541-8　17,000円　　25. 朝鮮巫俗の研究	下巻〈赤松智城・秋葉隆、昭和13〉

644頁　4-7568-0542-6　18,000円　　26. 比律賓の民族〈柳瀬襄爾、昭和17〉394頁　4-7568-0543-4　11,000円　　27. 人類学研究〈小金井良精、大正

15〉638頁　4-7568-0544-2　18,000円　　28. 人類学研究	続編〈小金井良精、昭和 33〉496頁　4-7568-0545-0　14,000円　　29. 宋代茶法研究資料〈佐

伯富、昭和16〉1260頁　4-7568-0546-9　36,000円

　● 5 回［東西交渉史］　6 巻（30-35 巻）［1997.9］978-4-283-00410-3　　101,000円

30. 東西交渉史論	上巻〈史学会編、白鳥庫吉ほか著、昭和14〉820頁　4-7568-0570-1　24,000円　　31. 東西交渉史論	下巻〈史学会編、村川堅固ほか著、

昭和14〉676頁　4-7568-0571-X　20,000円　　32.十三世紀	東西交渉史序説〈岩村忍、昭和14〉376頁　4-7568-0572-8　10,000円　　33. 東西文化交渉

史〈矢沢利彦、昭和 32〉338頁　4-7568-0573-6　9,000円　　34. 西力東漸本末〈中川清次郎、昭和18〉656頁　4-7568-0574-4　19,000円　　35. 南蛮
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20 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

船貿易史〈外山卯三郎、昭和18〉644頁　4-7568-0575-2　19,000円

　● 6 回［中国思想（諸子学）］　8 巻（36-43 巻）［1998.1］978-4-283-00411-1　　107,000円

36. 孔子研究	改版〈蟹江義丸、昭和 2〉592頁　4-7568-0576-0　17,000円　　37. 周漢思想研究〈重澤俊郎、昭和18〉436頁　4-7568-0577-9　12,000円

38. 先秦政治思想史〈梁啓超著、重澤俊郎訳、昭和16〉476頁　4-7568-0578-7　13,000円　　39.古代支那思想の新研究〈胡適著、楊祥蔭・内田繁隆訳、

大正 14〉568頁　4-7568-0579-5　16,000円　　40. 胡適の支那哲学論〈胡適著、井出季和太訳、昭和 2〉336頁　4-7568-0580-9　9,000円　　41. 法家

思想の研究〈木村英一、昭和19〉292頁　4-7568-0581-7　8,000円　　42.古代漢民族思想史〈鈴木憲久、昭和 27〉600頁　4-7568-0582-5　17,000円　

43. 支那心理思想史〈黒田亮、昭和 23〉512頁　4-7568-0583-3　15,000円

　●7回［経済・社会（中国ギルド）］　8 巻（44-51巻）［1998.4］978-4-283-00412-X　　110,000円

44.中国のギルド〈根岸佶、昭和 28〉548頁　4-7568-0584-1　16,000円　　45. 上海のギルド〈根岸佶、昭和 26〉452頁　4-7568-0585-X　13,000円　　

46. 北京のギルド生活〈J.S.バーヂス著、申鎮均訳、牧野巽校閲、昭和17〉456頁　4-7568-0586-8　13,000円　　47. 広東十三行考〈梁嘉彬著、山内喜代

美訳、昭和19〉552頁　4-7568-0587-6　16,000円　　48.日本華僑社会の研究〈内田直作、昭和 24〉448頁　4-7568-0588-4　13,000円　　49. 支那の

同業組合と商慣習〈上海出版協会調査部、大正14〉504頁　4-7568-0589-2　15,000円　　50. 実地調査中国商業習慣大全〈周東白編、森岡達夫訳註、昭

和16〉396頁　4-7568-0590-6　11,000円　　51. 支那の秘密結社と慈善結社〈末光高義、昭和 7〉452頁　4-7568-0591-4　13,000円

　● 8 回［教育］　9巻（52-60 巻）［1998.8］978-4-283-00413-8　　111,000円

52. 支那教育史	 上・下〈任時先著、山崎達夫訳、昭和 14・15〉720頁　4-7568-0592-2　19,000 円　　53. 支那教育学史〈田内高次、昭和 17〉600頁　

4-7568-0593-0　17,000円　　54. 近代支那教育史〈陳青之著、柳沢三郎訳、昭和14〉470頁　4-7568-0594-9　13,000円　　55. 現代支那満洲教育資料〈東

京文理科大学・東京高等師範学校紀元二千六百年記念会編、昭和15〉490頁　4-7568-0595-7　14,000円　　56. 増補文献備考	学校考〈訳：朝鮮総督府

学務局、大正9〉260頁　4-7568-0596-5　7,000円　　57.台湾教育志稿〈台湾総督府編、大正7〉320頁　4-7568-0597-3　8,000円　　58.台湾教育の進

展〈佐藤源治、昭和18〉380頁　4-7568-0598-1　10,000円　　59. 南方文化圏と植民教育〈舟越康寿、昭和18〉420頁　4-7568-0599-X　12,000円　60. イ

ギリスの対印度教育政策／印度・ビルマの教育・植民政策〈東亜研究所第五部（蒲原正浩）／吉田実、昭和16／昭和17〉390頁　4-7568-0600-7　11,000円

　● 9 回［法制1（中国）］　7巻（61-67巻）［1999.1］978-4-283-00414-6　　136,000円

61. 支那法制史研究〈東川徳治撰、大正13〉510頁　4-7568-0601-5　15,000円　　62. 上代支那法制の研究　刑事編〈根本誠、昭和14〉590頁　4-7568-

0602-3　18,000円　　63. 上代支那法制の研究　行政編〈根本誠、昭和16〉640頁　4-7568-0603-1　19,000円　　64. エスカラ	支那法〈ジャン・エスカ

ラ著、谷口知平郎訳、昭和 18〉670頁　4-7568-0604-X　20,000 円　　65. 支那法制史	 上・下〈陳顧遠著、西岡弘訳、昭和 16・19〉750頁　4-7568-

0605-8　22,000円　　66. 支那満洲民事慣習調査報告	総則・物権編〈中華民国司法行政部編、清水金二郎・張源祥訳、昭和18〉830頁　4-7568-0606-6

24,000円　　67. 支那満洲民事慣習調査報告	債権編〈中華民国司法行政部編、清水金二郎・張源祥訳、昭和19〉640頁　4-7568-0607-4　18,000円

　●10 回［演劇］　10 巻（68-77巻）［2000.4］978-4-283-00415-4　　108,000円

68.台湾演劇の現状〈浜田秀三郎編、昭和 18〉290頁　4-7568-0608-2　10,000 円　　69. 南方演芸記〈小出英男、昭和 18〉370頁　4-7568-0609-0　

13,000円　　70. 東亜の舞踊〈中西武夫編訳、昭和18〉240頁　4-7568-0610-4　7,500円　　71. 大東亜共栄圏の人形劇〈小沢愛圀、昭和19〉330頁　

4-7568-0611-2　11,000円　　72. 支那の影絵芝居〈印南高一、昭和19〉200頁　4-7568-0612-0　6,500円　　73. 朝鮮の演劇〈印南高一、昭和19〉410頁

4-7568-0613-9　13,000円　　74. 支那の演劇〈L.C.アーリングトン著、印南高一・平岡白光訳、昭和18〉380頁　4-7568-0614-7　12,000円　　75. 支那劇

と其名優〈波多野乾一、大正 14〉350頁　4-7568-0615-5　12,000 円　　76. 支那芝居の話〈浜一衛、昭和19〉290頁　4-7568-0616-3　10,000 円　　

77. 支那芝居	上・下〈辻聴花、大正12,13〉420頁　4-7568-0617-1　13,000円

　●11回［法制2］　8 巻（78-85 巻）［2001.5］978-4-283-00416-2　　121,000円

78. 東亜法秩序序説	民族信仰を中心として〈増田福太郎、昭和17〉340頁　4-7568-0618-X　12,000円　　79.ヤーヂュニャワルキヤ法典〈中野義照訳著、

昭和 25〉570頁　4-7568-0619-8　19,000円　　80. タイ国固有行政の研究〈郡司喜一、昭和 20〉600頁　4-7568-0620-1　20,000円　　81. ポリネシヤに

於ける法と秩序〈H.I.ホグビン著、吉田一次訳、昭和 17〉390頁　4-7568-0621-X　13,000 円　　82. 朝鮮法制史稿〈浅見倫太郎、大正 11〉500頁　

4-7568-0622-8　16,000円　　83. 蒙古慣習法の研究〈ウエ・ア・リヤザノフスキイ著、東亜経済調査局訳、昭和10〉490頁　4-7568-0623-6　17,000円　

84. 蒙古法典の研究〈田山茂	、昭和 42〉320頁　4-7568-0624-4　11,000円　　85. 元史刑法志の研究訳註〈小竹文夫・岡本敬二編著、昭和 37〉400頁

4-7568-0625-2　13,000円

　●12 回［風俗・民族］　7巻（86-92 巻）［2002.11］978-4-283-00417-0　　149,500円

86. 支那民俗の展望〈後藤朝太郎、昭和11〉850頁　978-4-283-00206-2　23,000円　　87. 支那民俗誌	第一巻〈永尾龍造、昭和15〉860頁　978-4-283-

00207-0　25,000円　　88. 支那民俗誌	第二巻〈永尾龍造、昭和16〉1050頁　978-4-283-00208-9　30,000円　　89. 支那民俗誌	第六巻〈永尾龍造、昭

和17〉1040頁　978-4-283-00209-7　28,000円　　90. 満支習俗考〈井岡咀芳（大輔）、昭和17〉490頁　978-4-283-00210-0　15,000円　　91. 海南島民

族誌	南支那民族研究への一寄与〈H.スチューベル著、平野義太郎編、清水三男訳、昭和18〉590頁　978-4-283-00211-9　15,500円　　92.台湾の家庭

生活〈池田敏雄、昭和19〉450頁　978-4-283-00212-7　13,000円

　●13 回［映画・演芸］　8 巻（93-100 巻）［2003.9］978-4-283-00418-9　　100,500円

93. 支那の芝居〈永持徳一、昭和17〉330頁　978-4-283-00221-6　10,000円　　94. 南方の音楽・舞踊〈田辺尚雄・黒沢隆朝・桝源次郎・笠間杲雄著、太

平洋協会編、昭和17〉120頁　978-4-283-00222-4　8,500円　　95. インドネシヤの民謡〈村上清、昭和18〉210頁　978-4-283-00223-2　9,000円　　

96. 大東亜の音楽〈田辺尚雄、昭和18〉260頁　978-4-283-00224-0　9,000円　　97. 民衆娯楽の研究	全〈橘高広、大正9〉190頁　978-4-283-00225-9

8,500円　　98. 映画国策の前進〈山田英吉、昭和15〉350頁　978-4-283-00226-7　14,000円　　99. 大支那大系第十二巻（文学・演劇篇	下巻）〈久保天隨・

楊蔭深・榛原茂樹・瀬沼三郎・村田孜郎、昭和 57〉680頁　978-4-283-00227-5　23,500円　　100. 支那古代の祭礼と歌謠〈マーセル・グラネー著、内田

智雄訳、昭和13〉460頁　978-4-283-00228-3　18,000円

　●14 回［南洋］　12 巻（101-112 巻）［2004.2］978-4-283-00419-7　　120,100円

101. 南洋と日本〈井上清、大正 2〉550頁　978-4-283-00230-5　11,000円　　102. 南洋の民族と文化〈井東憲、昭和16〉330頁　978-4-283-00231-3　9,700円

103. 南洋の言語と文学〈宮武正道、昭和18〉340頁　978-4-283-00232-1　9,700円　　104.ジャワ・スマトラ・ボルネオ	東印度地方の言語の実際〈村上清、

昭和19〉290頁　978-4-283-00233-X　9,700円　　105. 比律賓在留邦人商業発達史〈渡辺薫、昭和11〉490頁　978-4-283-00234-8　11,500円　　106.

植民地として観たる南洋群島の研究〈上原轍三郎、昭和15〉180頁　978-4-283-00235-6　6,000円　　107. 南洋に於ける日本の投資と貿易〈樋口弘、昭和

16〉370頁　978-4-283-00236-4　10,500円　　108. 在南洋邦人団体便覧〈小出武夫編、昭和12〉150頁　978-4-283-00237-2　5,000円　　109. 南洋資

料	人物誌・年表〈南洋経済研究所編、昭和18,19〉480頁　978-4-283-00238-0　14,000円　　110. 南洋資料	蘭領東印度総督略伝〈南洋経済研究所編、

昭和18,19〉300頁　978-4-283-00239-9　14,000 円　　111. 南洋政治地理史考〈白坂義直、昭和18〉200頁　978-4-283-00240-2　6,000 円　　112. 南

洋群島案内〈大宜味朝徳、昭和14〉500頁　978-4-283-00241-0　13,000円

　●15 回［交通史］　8 巻（113-120 巻）［2004.6］978-4-283-00420-0　　128,000円

113. 支那之鉄道	大正十一年十月改訂〈鉄道大臣官房外国鉄道調査課編、大正12〉760頁　978-4-283-00242-9　19,500円　　114. 支那之鉄道	昭和十三年

十月改訂〈鉄道省運輸局編、昭和13〉330頁　978-4-283-00243-7　10,500円　　115. 支那鉄道概論〈満鉄北京公所研究室（小島憲市）編、昭和 2〉780頁

978-4-283-00244-5　19,500円　　116. 満蒙の鉄道網／満蒙鉄道概観〈大島与吉著／鉄道省運輸局編、昭和 2,3〉480頁　978-4-283-00245-3　15,500円

117. 朝鮮鉄道論纂〈朝鮮総督府鉄道局編、昭和 57〉500頁　978-4-283-00246-1　16,000円　　118. 朝鮮鉄道四十年略史〈朝鮮総督府鉄道局編、昭和15〉

720頁　978-4-283-00247-X　19,000円　　119. 西伯利鉄道	全／西伯利鉄道旅行案内〈田辺朔郎／鉄道院運輸局編、明治 35／大正 8〉360頁　978-4-

283-00248-8　12,500円　　120. 露領アジア交通地理〈エーリッヒ・チール著、鉄道省運輸局訳、昭和12〉490頁　978-4-283-00249-6　15,500円

　●16 回［産業・資源］　11巻（121-131巻）［2004.11］978-4-283-00421-9　　134,000円

121. 東亜の大冨源	現代の朝鮮〈梶川半三郎、昭和 2〉700頁　978-4-283-00250-X　18,500円　　122. 支那食糧史〈郎擎霄著、井東憲訳、昭和16〉360頁



21※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

978-4-283-00251-8　9,500円　　123. 朝鮮林野調査事業報告〈朝鮮総督府農林局編、昭和13〉370頁　978-4-283-00252-6　10,000円　　124. 満蒙の森

林及林業／北支那の林業概観〈帝国森林会編／山内倭文夫・天野一郎、昭和 7／昭和15〉440頁　978-4-283-00253-4　12,500円　　125.台湾林業史〈台

湾総督府殖産局編、昭和 4〉390頁　978-4-283-00254-2　10,000円　　126. 南洋の林業〈高山慶太郎、昭和17〉450頁　978-4-283-00255-0　12,000円

127. 南方の植産資源〈南方植産資源調査会編、昭和18〉390頁　978-4-283-00256-9　10,000円　　128. 朝鮮鉱業誌〈浅野犀涯編、大正 2〉370頁978-

4-283-00257-7　10,000円　　129. 満洲の探険と鉱業の歴史／満洲の探険及鉱物資源地図〈南満洲鉄道株式会社北満経済調査所、昭和14〉760頁	978-

4-283-00258-5　22,000円　　130. 比律賓の鉱業／比律賓の鉱業	補遺〈海外鉱業協会編、昭和16〉380頁　978-4-283-00259-3　9,500円　　131. 南方

地域の鉱物及鉱業〈木下亀城、昭和19〉390頁　978-4-283-00260-7　10,000円

　●17 回［地政学］　9巻（132-140 巻）［2005.5］978-4-283-00270-4　　120,500円

132. 太平洋地政治学	地理歴史相互関係の研究　上・下〈カルル・ハウスホーファー著、日本青年外交協会研究部訳、昭和15〉610頁　978-4-283-00261-5

15,500円　　133. 支那政治地理誌	上巻〈木村欣一（東亜同文会）、大正 2〉1020頁　978-4-283-00262-3　23,500円　　134. 支那政治地理誌	下巻〈木

村欣一（東亜同文会）、大正4〉1080頁　978-4-283-00263-1　25,500円　　135. 北支・蒙古の地理〈保柳睦美、昭和19〉310頁　978-4-283-00264-X　8,500円

136.タイ国地誌〈能登志雄、昭和16〉490頁　978-4-283-00265-8　12,500円　　137.セイロン島事情〈岩佐義夫、昭和17〉350頁　978-4-283-00266-6

9,500円　　138. 土耳古	シリア	パレスチナ	トランスヨルダン	世界地理政治大系〈野間三郎、昭和17〉310頁　978-4-283-00267-4　8,500円　　139. ス

マトラ経済地誌〈木村操、昭和19〉340頁　978-4-283-00268-2　9,500円　　140. 新撰	朝鮮地理誌	全〈大田才次郎編著、明治 27〉280頁　978-4-283-

00269-0　7,500円

　●18 回［森林資源］　8 巻（141-148 巻）［2005.11］978-4-283-00279-8　　135,000円

141. 樺太林業史〈樺太林業史編纂会編、昭和 35〉410頁　978-4-283-00271-2　15,000円　　142.千島森林誌	千島の国有林〈帯広営林局編、昭和 34〉

340頁　978-4-283-00272-0　18,000 円　　143. 朝鮮・満州・台湾林業発達史論〈萩野敏雄、昭和 40〉580頁　978-4-283-00273-9　18,000 円　　144.

朝鮮林業逸誌〈朝鮮山林会編、昭和 8〉550頁　978-4-283-00274-7　16,500円　　145. 韓国森林視察復命書／韓国森林調査書／韓国森林調査書摘要〈農

商務省山林局、明治36／39／39〉400頁　978-4-283-00275-5　18,500円　　146. 朝鮮の林藪〈朝鮮総督府林業試験場、昭和13〉500頁　978-4-283-

00276-3　15,000円　　147. 満洲林業外史	山樵夜話／満洲木材水送論〈彼末徳雄、昭和19／昭和17〉440頁　978-4-283-00277-1　17,500円　　148.

吉林省之林業〈南満洲鉄道株式会社庶務部調査課編、昭和 3〉350頁　978-4-283-00278-X　16,500円

　●19 回［北方・南方森林資源］　6 巻（149-154 巻）［2006.4］978-4-283-00286-0　　125,000円

149. 露国林業視察復命書〈農商務省山林局、明治37〉380頁　978-4-283-00280-1　19,000円　　150. 西比利亜（極東地方）森林調査報告〈外務省西比

利亜経済援助部、大正9〉660頁　978-4-283-00281-X　24,000円　　151. 北樺太森林調査書〈薩哈嗹軍政部編、大正14〉420頁　978-4-283-00282-8　

25,000円　　152. 清国及比律賓群島森林視察復命書／南洋諸島視察復命書〈農商務省山林局／台湾総督府、明治38／大正 3〉430頁　978-4-283-00283-6

23,000円　　153. 南洋諸島林況視察復命書／南洋木材資源概要〈農商務省山林局／南洋経済研究所編、大正 2／昭和17〉340頁　978-4-283-00284-4　

15,000円　　154. 馬来半島、セレベス、スマトラ及ジャワ諸島視察復命書〈農商務省山林局、大正8〉480頁　978-4-283-00285-2　19,000円

　● 20 回［蒙古 1］　4巻（155-158 巻）［2006.9］978-4-283-00291-7　　111,000円

155. 東部蒙古誌	草稿・上〈関東都督府陸軍部、明治41〉710頁　978-4-283-00287-9　25,000円　　156. 東部蒙古誌	草稿・中〈関東都督府陸軍部、明

治41〉820頁　978-4-283-00288-7　29,000円　　157. 東部蒙古誌	草稿・下〈関東都督府陸軍部、明治41〉720頁　978-4-283-00289-5　29,000円　　

158. 東部蒙古誌補修草稿〈関東都督府陸軍部、大正3〉750頁　978-4-283-00290-9　28,000円

　● 21回［地名］　6 巻（159-164 巻）［2007.2］978-4-283-00507-5　　115,000円

159. 南方地名辞典〈南洋事情研究会編、昭和17〉410頁　978-4-283-00501-3　16,000円　　160.ビルマ地名要覧　全〈東亜研究所編、昭和17〉1170頁

978-4-283-00502-0　37,000円　　161. 大東亜南方圏地名集成（ニウギニア地名集成・ソロモン諸島地名集成・ニウカレドニア地名集成）〈南洋経済研究所編、

昭和18,19〉400頁　978-4-283-00503-7　14,000円　　162. 大東亜南方圏地名索引集（印度支那地図地名集成／マダガスカル島地名索引	コモール諸島ヲ

含ム・濠洲地名索引・印度洋諸島地名索引）〈東亜研究所／南洋経済研究所編、昭和17／昭和18〉400頁　978-4-283-00504-4　13,000円　　163. 大東

亜南方圏地図帖	附・地誌概説並地名索引〈藤田元春、昭和19〉110頁　978-4-283-00505-1　28,000円　　164. 蒙古地名辞典〈朝鮮銀行調査課編、昭和

11〉110頁　978-4-283-00506-8　7,000円

　● 22 回［芸術・文化］　9巻（165-173 巻）［2007.9］978-4-283-00527-3　　123,000円

165. 西域南蛮美術東漸史〈関衛、昭和 8〉410頁　978-4-283-00518-1　13,000円　　166. 東洋美術史の研究〈沢村専太郎、昭和 6〉620頁　978-4-283-

00519-8　19,000円　　167. 東洋絵具考〈塩田力蔵、昭和17〉420頁　978-4-283-00520-4　13,000円　　168. 東洋の彫刻〈鎌倉芳太郎、昭和18〉330頁

978-4-283-00521-1　12,000円　　169. 支那陶磁器史〈渡辺素舟、昭和14〉200頁　978-4-283-00522-8　15,000円　　170. 支那庭園〈後藤朝太郎、昭和

9〉430頁　978-4-283-00523-5　14,000円　　171. 印度の建築〈天沼俊一、昭和19〉430頁　978-4-283-00524-2　14,000円　　172. 東洋音楽論〈瀧遼一、

昭和19〉300頁　978-4-283-00525-9　11,000円　　173. 東洋の楽器とその歴史〈岸辺成雄、昭和 23〉320頁　978-4-283-00526-6　12,000円

　● 23 回［民族誌］　9巻（174-182 巻）［2008.1］978-4-283-00545-7　　137,000円

174. アジア民族誌〈F.ラッツェル著、向坂逸郎訳、昭和18〉450頁　978-4-283-00536-5　15,000円　　175. カムボヂァ民俗誌	クメール族の慣習〈G.ポレ、

E.マスペロ著、大岩誠・浅見篤訳、昭和19〉360頁　978-4-283-00537-2　12,000円　　176. シャン民俗誌〈M.L.ミルン著、牧野巽・佐藤利子訳、昭和

19〉380頁　978-4-283-00538-9　13,000円　　177.ビルマ民族誌〈シュウェイ・ヨー著、国本嘉平次・今永要訳、昭和18〉850頁　978-4-283-00539-6　

28,000円　　178. ベンガル民族誌〈B.ボンネルジャ著、民族学協会調査部訳、昭和19〉260頁　978-4-283-00540-2　10,000円　　179. アッサム史〈E.A.ゲ

イト著、民族学協会調査部訳、昭和 20〉460頁　978-4-283-00541-9　15,000 円　　180. イラク王国〈荻野博、昭和19〉430頁　978-4-283-00542-6　

14,000円　　181. アジヤロシヤ民族誌〈沼田市郎編訳、昭和 20〉400頁　978-4-283-00543-3　13,000円　　182. 西北蒙古誌	第二巻：民俗・慣習編〈G.N.ポ

ターニン著、東亜研究所訳、昭和 20〉520頁　978-4-283-00544-0　17,000円

　● 24 回［アジア写真集Ⅰ］　8 巻（183-190 巻〈アジア写真集の巻次〉）［2008.4］978-4-283-00609-6　　111,000円

183.〈1〉中国大陸民衆風俗写真帖（中国民衆風俗写真帖／満洲民衆風俗写真帖／新版北支民衆風俗写真帖）〈昭和15／昭和11／不明〉210頁　978-4-

283-00601-0　17,000円　　184.〈2〉南満洲写真大観〈金澤求也、明治44〉540頁　978-4-283-00602-7　19,000円　　185.〈3〉満洲写真帖	昭和二年版〈南

満洲鉄道株式会社編、昭和 3〉180頁　978-4-283-00603-4　10,000円　　186.〈4〉第二回登録	満洲国写真集〈満洲事情案内所編、昭和17〉150頁　

978-4-283-00604-1　8,000円　　187.〈5〉満鉄写真帖〈南満洲鉄道株式会社編、昭和1〉130頁　978-4-283-00605-8　8,000円　　188.〈6〉写真帖	朝

鮮〈朝鮮総督府編、大正10〉140頁　978-4-283-00606-5　15,000円　　189.〈7〉台湾生蕃種族写真帖	附・理蕃実況〈成田写真製版所、大正1〉180頁

978-4-283-00607-2　17,000円　　190.〈8〉南洋庁始政十年記念	南洋群島写真帖〈南洋庁編、昭和 7〉200頁　978-4-283-00608-9　17,000円

　● 25 回［アジア写真集Ⅱ］　6 巻（191-196 巻〈アジア写真集の巻次〉）［2008.9］978-4-283-00620-1　　120,000円

191.〈9〉北方大観〈国風会出版部、大正14〉280頁　978-4-283-00614-0　20,000円　　192.〈10〉インドシナ写真集（仏領印度支那写真集／仏印南支海

南島写真集）〈大阪商船株式会社／海南印刷公司、昭和17／昭和16〉240頁　978-4-283-00615-7　19,000円　　193.〈11〉印度仏蹟緬甸（ビルマ）暹羅（シャ

ム）	視察写真録〈原冝賢、大正 15〉540頁　978-4-283-00616-4　30,000円　　194.〈12〉満洲国都・新京写真集（躍進する国都の展望／新京概観）〈大

正写真工芸所新京営業部、昭和15／16〉140頁　978-4-283-00617-1　15,000円　　195.〈13〉ハルピン写真集（最新哈爾浜の展望／哈爾浜写真帖）〈大正

写真工芸所新京営業部／日信洋行、昭和14／昭和14〉160頁　978-4-283-00618-8　17,000円　　196.〈14〉中支写真集（中支大観写真帖／皇威輝く中支

之展望／皇威輝く武漢三鎮之展望）〈華中洋行／大正写真工芸所／大亜公司、昭和16／昭和16／昭和14〉250頁　978-4-283-00619-5　19,000円

　● 26 回［農業生活］　8 巻（197-204 巻）［2009.4］978-4-283-00727-7	　111,000円

197. 朝鮮総督府農事試験場	二拾五周年記念誌・上〈朝鮮総督府農事試験場編、昭和 6〉740頁　978-4-283-00719-2　22,000円　　198. 朝鮮総督府農事試

験場	二拾五周年記念誌・下〈朝鮮総督府農事試験場編、昭和 6〉600頁　978-4-283-00719-2　18,000円　　199. 朝鮮の農村生活（満洲農村記・鮮農編）〈板

谷英生、昭和18〉360頁　978-4-283-00721-5　11,000円　　200. 満州の農村生活（満洲農村雑話／満洲農村民謡集）〈満洲評論社／満州事情案内所、昭
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22 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

和14／昭和15〉400頁　978-4-283-00722-2　12,000円　　201. 満洲の農業〈南満洲鉄道株式会社総務部調査課編、昭和 6〉300頁　978-4-283-00723-9

10,000円　　202. 満洲農業気象報告〈南満洲鉄道株式会社総務部調査課 /南満洲鉄道株式会社殖産部農務課 /地方部農務課、昭和 6,9,11〉480頁　978-

4-283-00724-6　16,000円　　203. 北方農業機具解説	附録・満洲開拓と北海道農具〈常松栄、昭和18〉270頁　978-4-283-00725-3　9,000円　　204. 水

を中心として見たる北支那の農業〈和田保、昭和17〉300頁　978-4-283-00726-0　12,000円

　● 27 回［中国を知るⅠ：人と風土］　10 巻（205-214 巻）［2009.9］978-4-283-00741-3　　125,000円

205. 生活習慣	北支那篇〈米田祐太郎、昭和16〉360頁　978-4-283-00731-4　11,000円　　206. 生活習慣	中支那篇〈米田祐太郎、昭和16〉320頁　

978-4-283-00732-1　11,000円　　207. 生活習慣	南支那篇〈米田祐太郎、昭和16〉320頁　978-4-283-00733-8　11,000円　　208. 支那風俗の話〈後藤

朝太郎、昭和 2〉550頁　978-4-283-00734-5　17,000円　　209. 支那行脚記〈後藤朝太郎、昭和 2〉550頁　978-4-283-00735-2　18,000円　　210. 支

那の体臭〈後藤朝太郎、昭和 8〉400頁　978-4-283-00736-9　13,000 円　　211. 支那の山寺〈後藤朝太郎、昭和 12〉320頁　978-4-283-00737-6　

11,000円　　212. 支那民間の神 〈々沢村幸夫、昭和16〉270頁　978-4-283-00738-3　9,000円　　213. 支那民俗風景〈ハーヴェイ著、高垣勣次郎訳、昭

和17〉270頁　978-4-283-00739-0　9,000円　　214. 支那住宅志〈南満洲鉄道株式会社経済調査会編、昭和 7〉470頁　978-4-283-00740-6　15,000円

　● 28 回［中国を知るⅡ：人と社会］　9巻（215-223 巻）［2010.1］978-4-283-00754-3　　124,900円

215. 支那風俗	巻上〈井上紅梅、大正9〉500頁　978-4-283-00745-1　16,000円　　216. 支那風俗	巻中〈井上紅梅、大正10〉560頁　978-4-283-00746-8

18,000円　　217. 支那風俗	巻下〈井上紅梅、大正 10〉510頁　978-4-283-00747-5　16,000円　　218. 支那商店と商慣習〈米田祐太郎、昭和15〉390頁

978-4-283-00748-2　13,000円　　219. 支那の商人生活〈米田祐太郎、昭和15〉290頁　978-4-283-00749-9　9,900円　　220. 支那広告宣伝の技術〈米

田祐太郎、昭和16〉340頁　978-4-283-00750-5　11,000円　　221. 支那通（支那旅行通／支那料理通／歓楽の支那）〈後藤朝太郎、昭和 5／昭和 5／大

正 14）〉560頁　978-4-283-00751-2　18,000円　　222. 支那の下層民〈後藤朝太郎、昭和14〉360頁　978-4-283-00752-9　12,000円　　223. 支那の奇

習と異聞〈井出季和太、昭和10〉320頁　978-4-283-00753-6　11,000円

　● 29 回［民俗］　9巻（224-232 巻）［2010.10］978-4-283-00769-7　　109,300円

224. 土俗学上より観たる蒙古	１〈鳥居きみ子、昭和 6〉870頁　978-4-283-00760-4　（224,225 巻揃）43,000円　　225. 土俗学上より観たる蒙古	２〈鳥居

きみ子、昭和 6〉490頁　　226. 支那の馬〈中野江漢、大正 13〉220頁　978-4-283-00762-8　8,000円　　227. 支那絨毯考〈高木英彦、昭和11〉200頁

978-4-283-00763-5　7,300円　　228. 朝鮮民謡の研究〈市山盛雄編、昭和 2〉200頁　978-4-283-00764-2　7,500円　　229.台湾宗教と迷信陋習〈曽景来、

昭和14〉510頁　978-4-283-00765-9　16,000円　　230.台湾農民生活考〈梶原通好、昭和16〉200頁　978-4-283-00766-6　6,800円　　231. 暹羅（シャ

ム）案内〈暹羅室編、昭和14〉360頁　978-4-283-00767-3　12,000円　　232. 仏印老檛（らおす）〈水谷乙吉、昭和17〉260頁　978-4-283-00768-0　8,700円

　● 30 回［物産］　8 巻（233-240 巻）［2011.4］978-4-283-00790-1　　138,000円

233. 朝鮮の物産〈朝鮮総督府、昭和 2〉900頁　978-4-283-00782-6　27,000 円　　234. 満洲の物産〈河村清、昭和 14（康徳 6）〉350頁　978-4-283-

00783-3　11,000円　　235. 支那物産綜覧	実地調査・統計的研究〈山崎百治、昭和17〉540頁　978-4-283-00784-0　17,000円　　236. 古文献に基く	

支那物産分布資料	索引〈東亜研究所、昭和16〉980頁　978-4-283-00785-7　30,000円　　237. 南支那及台湾の産業〈藤本實也、大正15〉610頁　978-

4-283-00786-4　19,000円　　238.台湾の産業・物産〈台湾総督府殖産局、昭和 5-10〉450頁　978-4-283-00787-1　15,000円　　239. 東亜の羊毛〈金建

寅著、若林友康訳、昭和14〉240頁　978-4-283-00788-8　8,000円　　240. 東亜物産史〈井坂錦江、昭和18〉340頁　978-4-283-00789-5　11,000円

　● 31回［宗教２］　8 巻（241-248 巻）［2011.9］978-4-283-00821-2　　128,000円

241. 支那回教徒の研究／支那回教史〈南満洲鉄道庶務部調査課、大正13／金吉堂著、外務省調査部訳、昭和15〉420頁　978-4-283-00813-7　15,000円　

242. 回教と蘭印群島／南洋の回教〈ストュテルヘイム著、高村東介訳、昭和17／瀬川亀、大正 11〉480頁　978-4-283-00814-4　16,500円　　243. 増訂	

蒙古喇嘛（らま）教史〈ジクメ・ナムカ著、外務省調査部訳、昭和16〉480頁　978-4-283-00815-1　16,000円　　244. 蒙古の喇嘛（らま）教〈橋本光宝、

昭和17〉380頁　978-4-283-00816-8　13,500円　　245. 支那基督教史〈比屋根安定、昭和15〉340頁　978-4-283-00817-5　12,000円　　246. 印度宗

教論〈手島文蒼、大正13〉480頁　978-4-283-00818-2　16,000円　　247. 南方民族と宗教文化／ビルマ仏教徒と慣習法〈久野芳隆／オー・エイチ・ムー

サム著、満鉄東亜経済調査局訳、昭和18／昭和17〉700頁　978-4-283-00819-9　24,000円　　248.日本仏教徒訪華要録〈水野梅暁編、昭和 3〉430頁

978-4-283-00820-5　15,000円

　● 32 回［神話・伝説］　6 巻（249-254 巻）［2012.4］978-4-283-00822-9　　112,000円

249. 西蔵伝承	印度民話集〈原訳：シーフネル、訳：吉原公平、昭和18〉270頁　978-4-283-00770-3　10,000円　　250. 蒙古神話〈中田千畝、昭和16〉

370頁　978-4-283-00771-0　14,000円　　251. 生蕃伝説集〈佐山融吉・大西吉寿、大正12〉840頁　978-4-283-00772-7　30,500円　　252. 南海群島の

神話と伝説〈齋藤正雄、昭和17〉350頁　978-4-283-00773-4　13,500円　　253. 仏教事物由来伝説の研究	前編〈西原芳俊、昭和14〉600頁　978-4-

283-00774-1　21,500円　　254. 仏教事物由来伝説の研究	後編〈西原芳俊、昭和15〉620頁　978-4-283-00775-8　22,500円

　● 33 回［海運］　7巻（255-261巻）［2012.9］978-4-283-01108-3　　116,500円

255. 大東亜海運研究〈日本経済聯盟会調査課編、昭17〉450頁　978-4-283-01101-4　16,500円　　256. 支那の航運〈東亜海運編、昭18〉770頁　978-

4-283-01102-1　28,500円　　257. 戎克	中国の帆船／支那の戎克と南満の三港（満鉄調査資料第六十九編）〈中支戎克協会編／南満洲鉄道庶務部調査課編、

昭16／昭 2〉310頁　978-4-283-01103-8　12,500円　　258.台湾海運史〈海運貿易新聞台湾支社編、昭17〉530頁　978-4-283-01104-5　19,000円　　

259. 海運より見たる太平洋諸島〈岩尾久弥、昭18〉390頁　978-4-283-01105-2　14,000円　　260. 泰国及仏印の海運〈米田倭文夫、昭19〉360頁　978-

4-283-01106-9　13,200円　　261. 東印度の海運〈米田倭文夫、昭18〉340頁　978-4-283-01107-6　12,800円

　● 34 回［アジア写真集Ⅲ］　6 巻（262-267巻〈アジア写真集の巻次〉）［2013.4］978-4-283-01115-1　　122,000円

262.〈15〉南太平洋諸島	写真と解説〈南洋庁、昭和13〉310頁　978-4-283-01109-0　24,200円　　263.〈16〉南海の明暗	印度洋・アフリカ・内南洋・紀

行写真集〈深尾重光、昭16〉340頁　978-4-283-01110-6　25,800 円　　264.〈17〉熱帯植物	産業写真集〈牧野宗十郎、昭和17〉220頁　978-4-283-

01111-3　17,800円　　265.〈18〉印度〈長谷川伝十郎、昭和18〉230頁　978-4-283-01112-0　19,000円　　266.〈19〉満洲農業図誌〈満鉄総裁室弘報課、

昭和16〉210頁　978-4-283-01113-7　17,200円　　267.〈20〉朝鮮博覧会記念写真帖〈朝鮮総督府、昭5〉210頁　978-4-283-01114-4　18,000円

　● 35 回［紀行］　8 巻（268-275 巻）［2013.9］978-4-283-01124-3　　118,000円

268. イラン紀行〈ノーデン著、斎藤大助訳、昭16〉400頁　978-4-283-01116-8　16,000円　　269. 印度紀行／セイロン紀行〈ペンネル著、柳沢保篤訳／レッ

ティー著、石久保重好訳、昭17／昭17〉330頁　978-4-283-01117-5　13,500円　　270. スマトラ紀行／ジャヴァ紀行（満鉄調査資料第六十九編）〈筑紫二

郎／シェルテマ著、高柳春之助訳、昭18／昭17〉400頁　978-4-283-01118-2　15,800円　　271. ボルネオ紀行	その生活と資源を探る〈小倉清太郎、昭

16〉350頁　978-4-283-01119-9　14,000円　　272. 東印度紀行〈島崎新太郎、昭17〉330頁　978-4-283-01120-5　13,500円　　273. 南方農業紀行〈三

木末武、昭19〉420頁　978-4-283-01121-2　16,200 円　　274. 南方昆虫紀行〈石井悌、昭17〉340頁　978-4-283-01122-9　13,800 円　　275. 樺太紀

行	北緯五十度の旅〈若泉小太郎、昭 6〉380頁　978-4-283-01123-6　15,200円

　● 36 回［旅行・案内記］　6 巻（276-281巻）［2014.4］978-4-283-01131-1　　120,000円

276. 満洲の旅〈太原要、昭15〉570頁　978-4-283-01125-0　21,000円　　277. 最新	支那旅行案内	改訂増補版〈後藤朝太郎、昭15〉320頁　978-4-

283-01126-7　12,500円　　278. 蒙古案内記	附大同石仏案内記／支那蒙古遊記〈岩崎継生、昭14／グラハム・ペック著、高梨菊二郎訳、昭15〉630頁　978-

4-283-01127-4　23,000円　　279. 南洋旅行／台湾旅行〈秋守常太郎、昭13／昭16〉540頁　978-4-283-01128-1　20,000円　　280. 印度旅行記〈天沼

俊一、昭 6〉780頁　978-4-283-01129-8　30,000円　　281. 印度旅行〈秋守常太郎、昭14〉360頁　978-4-283-01130-4　13,500円

　● 37 回［華僑］　7巻（282-288 巻）［2014.9］978-4-283-01139-7	　118,000円

282. 華僑の研究〈企画院、昭14〉420頁　978-4-283-01132-8　16,000円　　283. 華僑問題と世界／華僑	その地位と保護に関する研究〈黄警頑著、左山

貞雄訳、昭16／Ｈ・Ｆ・マックネヤ著、近藤修吾訳、昭 20〉620頁　978-4-283-01133-5　23,000円　　284. 華僑〈井出季和太、昭19〉400頁　978-4-

283-01134-2　15,000 円　　285. 増補	華僑史〈成田節男、昭17〉500頁　978-4-283-01135-9　18,000 円　　286. 東亜共栄圏と南洋華僑〈芳賀雄、昭

16〉440頁　978-4-283-01136-6　16,000円　　287. 南洋の華僑〈後藤朝太郎、昭17〉420頁　978-4-283-01137-3　15,500円　　288. 南洋の華僑	増訂



23※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

版〈南洋協会、昭17〉380頁　978-4-283-01138-0　14,500円

　● 38 回［民族］　7巻（289-295 巻）［2015.4］978-4-283-01147-2　　112,000円

289. アジアの諸民族〈バツクストン著、厚生省人口問題研究所訳編、昭17〉300頁　978-4-283-01140-3　10,500円　　290. 印度民族史〈外務省調査局監修、

昭17〉460頁　978-4-283-01141-0　16,000 円　　291. スマトラの民族（東研叢書 13）〈ローブ著、東亜研究所訳、昭19〉600頁　978-4-283-01142-7　

21,000円　　292. 南太平洋の民族と文化（図解比較民族学）〈ブシャン著、小堀甚二訳、昭19〉470頁　978-4-283-01143-4　16,000円　　293.トルコ・そ

の民族と歴史〈レンギル著、荒井武雄訳、昭18〉530頁　978-4-283-01144-1　18,500円　　294. ブリヤート蒙古民族史（蒙古研究叢書 3）〈クドリヤフツエ

フ著、蒙古研究所訳、昭18〉520頁　978-4-283-01145-8　18,500円　　295. 外郭アジアの民族と文化（図解世界民族学）〈ビーハン著、本田弥太郎・伊

藤浩夫訳、昭19〉330頁　978-4-283-01146-5　11,500円

　● 39 回［南洋 2］　5巻（296-300 巻）［2015.9］978-4-283-01153-3　　132,400円

296. 南洋案内〈南洋協会編、昭17〉810頁　978-4-283-01148-9　28,800円　　297. 南洋建設講座〈林銑十郎監修、国防協会編、昭17〉910頁　978-4-

283-01149-6　32,000円　　298. 大南洋諸島の全貌〈キージング著、日本外政協会太平洋問題調査部訳、昭18〉760頁　978-4-283-01150-2　27,000円　

299. 南洋鉱産資源〈南洋協会編、昭17〉720頁　978-4-283-01151-9　27,600円　　300.中華民族南洋開拓史〈劉継宣著、種村保三郎訳、昭18〉460頁

978-4-283-01152-6　17,000円

　● 40 回［アジアの海と島 ］々　5巻（301-305 巻）［2016.4］978-4-283-01159-5　　117,500円

301. 太平洋航海史／太平洋の歴史〈東村大三郎、昭18／ローヂヤース著、北見総一訳、昭7〉720頁　978-4-283-01154-0　26,000円　　302. 亜細亜民

族と太平洋／太平洋	島の解剖〈松本悟朗、昭17／佐藤定勝、昭17〉690頁　978-4-283-01155-7　25,500円　　303. 南支那海之一大宝庫	海南島／南支

那海物語	海賊船同舟記〈後藤元宏、昭7／リリウス著、山本実訳、昭15〉640頁　978-4-283-01156-4　25,200円　　304. 南太平洋諸島〈小林織之助、昭

17〉770頁　978-4-283-01157-1　28,000円　　305. 南太平洋探航記〈フライシマン著、東健吉訳、昭16〉340頁　978-4-283-01158-8　12,800円

　● 41回［ビルマを知る］　6 巻（306-311巻）［2016.9］978-4-283-01166-3　　110,000円

306.ビルマの現実〈斎藤博厚、昭16〉400頁　978-4-283-01160-1　14,500円　　307.ビルマの歴史と現状〈張正藩著、国本嘉平次訳補、昭17〉390頁　

978-4-283-01161-8　15,200 円　　308. 現代ビルマの全貌〈クリスチャン著、日本外政協会太平洋問題調査部訳、昭18〉590頁　978-4-283-01162-5　

25,200円　　309.ビルマの農産資源／緬甸の米〈東亜研究所、昭17／農林省米穀局、昭13〉420頁　978-4-283-01163-2　16,000円　　310.ビルマ遊記〈畑

中俊応、昭 4〉810頁　978-4-283-01164-9　29,500円　　311.ビルマの幽境〈エリンク著、緬甸研究会訳編、昭17〉250頁　978-4-283-01165-6　9,600円

【312 巻以降〈大空社出版〉刊】

日本の娯楽・遊戯大事典　全 2巻　村上浪六監修・中山由五郎著［2014.12］A5 判　約1400頁　978-4-283-01310-0　　48,000円

■〈太陽社出版部・立国同志学会、大正11年刊『民衆娯楽百科全書』を改題複刻〉遊びから日本人が培ってきた“趣味”の「民俗百科」。所蔵図書館はほ

とんど無い稀覯書。新たに現代表記五十音順「全項目索引」と解題（木下秀明著）を付した。

こと典百科叢書　既刊54巻・別巻1（9回配本）［2010-2016］第1～ 6回 B5 判 /第 7回以降 A5 判

■いま、まさに必要とされる情報の宝庫。ちょっと前の時代こそ分かりにくい、調べにくい。日本人の生活の知恵・技術、いまにつながる文化・伝統のすばら

しさを知るために威力を発揮するユニークな検索ツール。辞典・事典に限らず、“引ける”要素を持つ多様な文献を集合し、１項目１冊の百科事典を目指す。

　●1回	7巻（1-7巻）［2010.6］978-4-283-00863-2　　109,500円

1.日本発明大辞典〈日本発明大辞典刊行会、昭和14〉750頁　978-4-283-00856-4　27,000円　　2. 通俗文具発達史〈野口茂樹、昭和 9〉340頁　978-4-

283-00857-1　12,500円　　3. 模範	日本箪笥の意匠と其製作の仕上法〈松本朝之助、昭和 9〉250頁　978-4-283-00858-8　9,000円　　4.竹の研究〈竹内

叔雄、昭和 7〉300頁　978-4-283-00859-5　11,000円　　5. 造瓦〈島田貞彦、昭和10〉150頁　978-4-283-00860-1　6,000円　　6.日本火術考〈西沢勇

志智、昭和 2〉410頁　978-4-283-00861-8　15,200円　　7. 索引式	全日本旅行辞典	附満洲〈上村益郎、昭和 7〉810頁　978-4-283-00862-5　28,800円

　● 2 回	6 巻（8-13 巻）［2011.1］978-4-283-00870-0　　107,000円

8. 屁	増訂改版〈福富織部、昭和 4〉450頁　978-4-283-00864-9　17,000円　　9. 褌	増補改版〈福富織部、昭和 8〉440頁　978-4-283-00865-6　17,000円

10. 臍	改訂版〈福富織部、昭和 4〉410頁　978-4-283-00866-3　16,000円　　11. 風流俗謡集〈湯朝観明、大正10〉330頁　978-4-283-00867-0　13,000円

12.古今服装の研究	増訂版〈錦織竹香、昭和12〉430頁　978-4-283-00868-7　17,000円　　13. 増補	商品鑑定〈小原亀太郎・小瀬伊俊、大正15〉710頁

978-4-283-00869-4　27,000円

　● 3 回	7巻（14-20 巻）［2011.7］978-4-283-00878-6　　129,000円

14. 大日本重要物産誌〈原昇、昭和 4〉440頁　978-4-283-00871-7　16,000円　　15. 全名勝温泉案内〈松川二郎、昭和11〉640頁　978-4-283-00872-4

22,500円　　16. 紋の志をり〈仲尾源次郎、明治 41〉400頁　978-4-283-00873-1　14,500円　　17. 標語全集〈上園政雄、昭和10〉400頁　978-4-283-

00874-8　14,500円　　18. 類似植物分類鑑定辞典〈斎藤義三郎、昭和10〉720頁　978-4-283-00875-5　25,500円　　19. 健康法辞典〈伊藤尚賢、大正8〉

560頁　978-4-283-00876-2　20,000円　　20.日日活用	お料理辞典〈桜井ちか子、昭和 5〉460頁　978-4-283-00877-9　16,000円

　● 4 回	6 巻（21-26 巻）［2012.2］978-4-283-00885-4　　99,500円

21. 最新図解	日本造庭法〈杉本文太郎、昭和 2（昭和14 年八版）〉390頁　978-4-283-00879-3　14,500円　　22. 標準造園植物と配植〈西田富三郎、昭

和10〉380頁　978-4-283-00880-9　14,000円　　23. 実験	茶樹栽培及製茶法〈田辺貢、昭和 9〉490頁　978-4-283-00881-6　18,000円　　24. 実験応

用	最新缶詰製造全書〈伊谷以知二郎・今井次郎、明治44（大正 9 年六版）〉580頁　978-4-283-00882-3　22,000円　　25. 故実と新式	日本婚礼式〈尾

関方外、昭和12（昭和15年再版）〉360頁　978-4-283-00883-0　13,500円　　26. 厠考〈李家正文、昭和 7〉480頁　978-4-283-00884-7　17,500円

　● 5 回	6 巻（27-32 巻）［2012.12］978-4-283-00892-2　　99,000円

27. 和漢	酒文献類聚〈石橋四郎、昭和11〉850頁　978-4-283-00886-1　30,000円　　28. 飯の社会学	〈吉方一広、昭和10〉340頁　978-4-283-00887-8

13,000円　　29. 茶室と茶庭図解	〈杉本文太郎、明治44（大正8年五版）〉360頁　978-4-283-00888-5　13,500円　　30. 趣味と実用	盆栽の仕立方秘訣	

〈盆栽芸術研究会、昭和13（昭和15年四版）〉600頁　978-4-283-00889-2　22,000円　　31. 小笠原流	包結のしるべ〈花月庵鶴友、昭和 6（昭和13年十

版）〉270頁　978-4-283-00890-8　10,500円　　32. 諸国俚謡傑作集	〈湯朝竹山人、大正4〉260頁　978-4-283-00891-5　10,000円

　● 6 回	6 巻（33-38 巻）［2013.9］978-4-283-00899-1　　110,000円

33. 増補	日本南画史〈梅沢精一、大正8（昭和 8年三版）〉1150頁　978-4-283-00893-9　39,000円　　34. 仏像彫刻	〈明珍恒男、昭和11（昭和11年再版）〉

360頁　978-4-283-00894-6　15,000円　　35. 本邦古硯考	〈内藤政恒、昭和19〉300頁　978-4-283-00895-3　13,500円　　36. 先賢と遺宅	〈城戸久、

昭和17〉320頁　978-4-283-00896-0　14,000円　　37.日本珠算史〈溝江清、昭和15〉220頁　978-4-283-00897-7　10,000円　　38. 不知火の研究	〈宮

西通可、昭和18〉430頁　978-4-283-00898-4　18,500円

　●7回	7巻（39-45 巻）［2014.7］978-4-283-00907-3　　104,700円

39. 捕鯨〈馬場駒雄、昭和17〉350頁　978-4-283-00900-4　14,000円　　40. 実用	味噌醸造法	訂正第二版	〈木下浅吉、大正10（大正 10 年訂正再版）〉

410頁　978-4-283-00901-1　15,000円　　41. 通俗講話醤油醸造法	〈木下浅吉、大正 8（大正 15年増補七版）〉590頁　978-4-283-00902-8　22,000円

42. 和洋	左官の知識及彫刻手引	〈中西由造、昭和 5（昭和15年六版）〉240頁　978-4-283-00903-5　9,600円　　43. 左官技法	壁の作り方〈森規矩郎、

昭和10〉230頁　978-4-283-00904-2　8,600円　　44. 家相と住宅	〈岡本陽、昭和11〉430頁　978-4-283-00905-9　12,000円　　45.日本木彫史	〈坂

井犀水、昭和 4〉650頁　978-4-283-00906-6　23,500円

　● 8 回	6 巻（46-50 巻＋別巻Ⅰ）［2016.1］978-4-283-00914-1　　102,000円

46. 装束図解	全〈関根正直、『重修	装束図解	服制通史』昭和 7（昭和12年再版）／『装束図解	付甲冑武器図解	上・下』（昭和 3年増訂15版）〉630頁

978-4-283-00908-0　23,000円　　47. 雅楽〈多忠龍、昭和17（昭和18年再版）〉300頁　978-4-283-00909-7　11,800円　　48. 歴代御陵めぐり〈合田安吉、
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24 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

昭和11（昭和17年六版）〉520頁　978-4-283-00910-3　19,200円　　49.日本	全国神社物語〈倉田白峯、昭和13（昭和13年六版）〉330頁　978-4-283-

00911-0　12,000円　　50. 増補再版	日本名園記〈龍居松之助、大正13（大正 14 年増訂再版）〉330頁　978-4-283-00912-7　12,000円　　別巻Ⅰ「「こと

典百科叢書」活用・必携　第1～ 50 巻目次索引」〔大空社編集部編〕670頁　978-4-283-00913-4　24,000円

　● 9 回	4 巻（51-54 巻）［2016.7］978-4-283-00919-6　　102,000円

51. 神祇に関する制度・作法事典〈神祇学会、昭和17（昭和19 年訂正三版）〉710頁　978-4-283-00915-8　25,500円　　52. 式辞林〈自治館編輯局、大正

2（大正 5年四版）〉1030頁　978-4-283-00916-5　32,000円　　53. 図解	詩吟法大鑑〈古川太郎、昭和10（昭和12年三版）〉650頁　978-4-283-00917-2　

25,500円　　54. 水の生活科学〈村上秀二、昭和18〔昭和19 年改訂三版〕〉500頁　978-4-283-00918-9　19,000円

大中華文庫　総 71種 141巻〔中華人民共和国企画・編集・製作・発行［2010-12］、総発売元：大空社〕A5大判（全4回配本／分野別 9セット）637,000円

■中国を代表する名著古典を中国語（原典及び現代中国語訳）＋英語翻訳の対訳形式で刊行。中国の国家プロジェクトによる信頼おける学術文献。英語記

述は、中国語・漢文を解さなくても多くの人が容易に読める。文化交流に役立つ他にない大叢書。各回に『収録書目次総覧』（大空社編）付き。

　●1回　19 種 31巻　978-4-283-00755-0　　125,000円

周易The	Zhou	Book	of	Change（2 巻）/六韜 Six	Strategies（1巻）/老子 Laozi（1巻）/詩経The	Book	of	Poetry（2 巻）/論語The	Analects（1巻）

/孫子兵法・孫臏兵法 Sunzi:	The	Art	of	War	/	Sun	Bin:	The	Art	of	War（1巻）/墨子 Mozi（2 巻）/孟子 Mencius（1巻）/荀子Xunzi（2 巻）/荘子

Zhuangzi（2 巻）/黄帝四経The	Yellow	Emperor’s	Four	Canons（1巻）/史記選 Selections	from	Records	of	the	Historian（3 巻）/戦国策 Records	

on	the	Warring	States	Period（3 巻）/黄帝内経	素問 Yellow	Emperor’s	Canon	of	Medicine・Plain	Conversation（3 巻）/黄帝内経	霊枢 Yellow	

Emperor’s	Canon	 of	 Medicine・Spiritual	 Pivot（3 巻）/傷寒論 Treatise	 on	 Febrile	 Disease	 Caused	 by	 Cold（1巻）/洛陽伽藍記 A	Record	 of	

Buddhist	Monasteries	in	Luo-Yang（1巻）/顔氏家訓 Admonitions	for	the	Yan	Clan（1巻）/収録書目次総覧	第1回配本

　● 2 回　6種 24 巻　978-4-283-00756-7　　114,000円

三国演義 Three	Kingdoms（5 巻）/呉子・司馬法・尉繚子 Wu	Zi;	The	Methods	of	the	Sima;	Wei	Liao	Zi（1巻）/夷堅志選 Selections	from	Record	

of	the	Listener（1巻）/水滸伝 Outlaws	of	the	Marsh（5 巻）/西遊記 Journey	to	the	West（6 巻）/紅楼夢 A	Dream	of	Red	Mansions（6 巻）/収

録書目次総覧	第 2回配本

　● 3 回　14種 26 巻　978-4-283-00757-4　　110,000円

管子 Guanzi（4巻）/呂氏春秋 The	Spring	and	Autumn	of	Lü	Buwei（3 巻）/金匱要略 Synopsis	of	Prescriptions	of	the	Golden	Chamber（1巻）/

捜神記 Anecdotes	about	Spirits	and	Immortals（2 巻）/世説新語 A	New	Account	of	Tales	of	the	World（2 巻）/太白陰経Taibai	Yinjing（1巻）/

黄石公三略・唐太宗李衛公問対 The	Three	Strategies	of	Huang	Shigong;	Questions	and	Replies	Between	Tang	Taizong	and	Li	Weigong（1巻）/

太平広記選 Anthology	of	Tales	from	Records	of	the	Taiping	Era（2 巻）/夢溪筆談 Brush	Talks	from	Dream	Brook（2 巻）/四元玉鑑 Jade	Mirror	

of	the	Four	Unknowns（2 巻）/老残遊記 The	Travels	of	Lao	Ts’an（2巻）/鏡花縁 Flowers	in	the	Mirror（2 巻）/児女英雄伝The	Tale	of	Heroic	

Sons	and	Daughters（2 巻）/収録書目次総覧	第 3回配本

　● 4 回　19 種 28 巻　978-4-283-00758-1　　143,000円

列子 Liezi（1巻）/商君書 The	Book	of	Lord	Shang（1巻）/人物志 The	Classified	Characters	and	Political	Abilities（1巻）/警世通言 Stories	

to	Caution	the	World（4巻）/喩世明言 Stories	Old	and	New（4巻）/拍案驚奇Amazing	Tales（4巻）/二刻拍案驚奇Amazing	Tales	Second	Series（4

巻）/封神演義 Creation	of	the	Gods（4巻）/金瓶梅 The	Golden	Lotus（5 巻）/収録書目次総覧	第 4回配本

　● 5 回　23種 32 巻　978-4-283-00759-8　　145,000円

楚辞 The	 Verse	 of	 Chu（1巻）/阮籍詩選 The	 Poems	 of	 Ruan	 Ji（1巻）/漢魏六朝小説選 Selected	 Tales	 of	 the	 Han,	 Wei	 and	 Six	 Dynasties	

Periods（1巻）/漢魏六朝詩三百首 300	Early	Chinese	Poems	(206BC-618AD)（2 巻）/唐代伝奇選 Selected	Tang	Dynasty	Stories（1巻）/李白詩選

Selected	Poems	of	Li	Bai（1巻）/陶淵明集The	Complete	Works	of	Tao	Yuanming（1巻）/蘇軾詩詞選 Selected	Poems	of	Su	Shi（1巻）/関漢卿

雑劇選 Selected	Plays	of	Guan	Hanqing（1巻）/西廂記 Romance	of	the	Western	Bower（1巻）/南柯記 A	Dream	Under	the	Southern	Bough（1巻）

/邯鄲記 The	Handan	Dream（1巻）/長生殿 The	Palace	of	Eternal	Youth（1巻）/浮生六記 Six	Records	of	a	Floating	Life（1巻）/ 聊斎志異選

Selections	from	Strange	Tales	from	the	Liaozhai	Studio（4巻）/中国古代寓言選 Ancient	Chinese	Fables（1巻）/宋明評話選 Selected	Chinese	

Stories	of	the	Song	and	Ming	Dynasties（2 巻）/新編千家詩 Gems	of	Classical	Chinese	Poetry（1巻）/茶経・続茶経The	Classic	of	Tea;	The	

Sequel	 to	 The	 Classic	 of	 Tea（2 巻）/杜甫詩選 The	 Selected	 Poems	 of	 Du	 Fu（1巻）/儒林外史The	 Scholars（3 巻）/山海経The	 Classic	 of	

Mountains	and	Seas（1巻）/桃花扇The	Peach	Blossom	Fan（2 巻）/収録書目次総覧	第 5回配本

大中華文庫 分野別セット
　Ａセット［思想］17 種 21巻　978-4-283-00651-5　　73,200円

古代、春秋戦国を主とした諸子百家・兵法書が勢揃い：黄帝四経 /周易/老子/論語/墨子/列子/孟子/荘子/荀子/呂氏春秋 /孫子兵法・孫臏兵法 /

呉子・司馬法・尉繚子/黄石公三略・唐太宗李衛公問対/六韜 /太白陰経

　Ｂセット［歴史・政治・社会・人物］8種 16 巻　978-4-283-00652-2　　71,100円

逸話・人物批評と時代：戦国策 /管子/商君書/史記選 /人物志/世説新語/洛陽伽藍記 /顔氏家訓

　Ｃセット［医学・理数・地理］8種 15 巻　978-4-283-00653-9　　61,300円

博物・科学・百科的情報の宝庫：黄帝内経	素問 /黄帝内経	霊枢 /傷寒論 /金匱要略/四元玉鑑 /夢溪筆談 /茶経・続茶経 /山海経

　Ｄセット［詩］9種 11巻　978-4-283-00654-6　　34,600円

最古の詩集、古代歌謡から宋に至る傑作詩選を一堂に：詩経 /楚辞/阮籍詩選 /陶淵明集 /漢魏六朝詩三百首/李白詩選 /杜甫詩選 /新編千家詩/蘇

軾詩詞選

　Ｅセット［戯曲］6種 7巻　978-4-283-00656-0　　39,900円

中国文芸の重要な伝統、戯文・劇作の傑作が結集：関漢卿雑劇選 /西廂記 /邯鄲記 /南柯記 /桃花扇 /長生殿

　Ｆセット［文学１］7 種 13 巻　978-4-283-00651-5　　63,100円

古代から漢、唐、宋、元あたりまでの説話・小説：中国古代寓言選 /捜神記 /漢魏六朝小説選 /唐代伝奇選 /太平広記選 /夷堅志選 /三国演義

　Ｇセット［文学２］4種 15 巻　978-4-283-00657-7　　81,300円

宋から明代を中心とする小説および話芸：宋明評話選 /水滸伝 /警世通言/喩世明言

　Ｈセット［文学３］5種 23 巻　978-4-283-00658-4　　118,600円

奇書２点を含む明代の小説：西遊記 /拍案驚奇/二刻拍案驚奇/封神演義 /金瓶梅

　Ｉセット［文学４］7 種 20 巻　978-4-283-00659-1　　93,900円

清代の文芸・小説：紅楼夢/ 聊斎志異選 /浮生六記 /儒林外史 /鏡花縁 /児女英雄伝 /老残遊記

大中華文庫 収録書目次総覧　全 5冊　大空社編集部編　A5大判　978-4-283-00660-7　　12,500円

■全 71種・141巻の扉・目次および総序を収録。作品名・原著者・訳者名・章・節などを中英対訳で読める。英語表記確認に至便。

資料 翁久允と移民社会 1　移植樹　翁久允著／逸見久美編［2007.11］A5 判 500頁　978-4-283-00531-0　　10,000円

■19歳で渡米、異国にある日本人移民の姿を描き、帰国後文学者、ジャーナリストとして活躍した翁（1888-1973）の小説・評論・随想をまとめるシリーズ第

1巻。在米同胞の酷状を赤裸々に描く移民文芸の傑作短編集（1923刊）。



25※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

おどろきもものきドバイの金　とっておき異文化旅行記　萩原啓子著［2006.7］B6 判　4-283-00461-8　　1,000円

上海叢書　全 12 巻　山下武・高崎隆治監修・解説［2002.1］A5 判　4-283-00197-X　　120,000円

■大陸への玄関口、世界の注目を集め租界が栄え、日本も深く関わった国際都市上海を立体的に捉えるための基本文献集。

1. 上海史話	附・上海史文献解題〈米澤秀夫、昭和17〉　　2. 上海年鑑	1926 年版〈上海日報社、大正15〉　　3. 支那研究第十八号	上海研究号〈小竹文夫・

坂本義孝他、昭和 3〉　　4. 昭和七年	上海事変誌〈上海居留民団、昭和 8〉　　5. 上海通信〈木村毅、昭和12〉　　6. 松井翠聲の	上海案内〈松井翠聲、昭

和13〉　　7. 上海の歴史（上海租界発達史）〈H.ポット著/帆足計・濱谷満雄訳、昭和15〉　　8. 大帮の都	上海〈A.O.ハウザー著・佐藤弘訳、昭和15〉　9. 上

海〈谷川徹三・三木清他、昭和16〉　　10. 上海人文記	映画プロデュサーの手帖から〈松崎啓次、昭和16〉　　11. 思い出の上海〈村松梢風、昭和 22〉　　

12.十二月八日の上海〈西川光、昭和18〉

叢書 俘虜・抑留の真実　全 10 巻・別巻1　山下武監修・解説［1999.12］A5 判　4-283-00162-7　　53,000円

■終戦直後から昭和 25年までの日本人捕虜・抑留者のドキュメントを精選。シベリア・中国大陸・東南アジア・アメリカでの過酷な体験を、記憶が風化しな

い時期に書き留められた貴重な記録。

1. 赤い牢獄〈菅原道太郎、昭和 24〉290頁　4-283-00152-X　5,500円　　2. 夢はウラルに消ゆ〈田中鈞一、昭和 24〉220頁　4-283-00153-8　4,500円

3. 捕虜実話	しらみの歌〈宮永次雄、昭和 25〉260頁　4-283-00154-6　5,500円　　4. 抑留所生活記〈佐々木さゝ ぶね、昭和 25〉610頁　4-283-00155-4　

12,000円　　5.シベリヤ抑留記〈瀬野修、昭和 22〉200頁　4-283-00156-2　4,000円　　6. 高砂丸に泣く〈塚本義隆、昭和 24〉190頁　4-283-00157-0

4,000 円　　7.レムパンの星〈日比野清次、昭和 24〉220頁　4-283-00158-9　4,500 円　　8. シベリヤ捕虜物語〈栗原康誉、昭和 24〉220頁　4-283-

00159-7　4,500 円　　9. 生ける屍の記〈沖野亦男、昭和 21〉220頁　4-283-00160-0　4,500 円　　10. 暁に祈る〈有賀藤市、昭和 24〉180頁　4-283-

00161-9　4,000円

リバイバル〈外地〉文学選集　全 20 巻　山下武監修・解説［1998-2000］A5 判（全 2回配本）　202,000円

■外地の様子、そこに住む人々の生活を克明に描写した作品群。歴史資料として貴重。

　●1回	10 巻（1-10 巻）［1998.10］4-283-00303-4　　102,000円

1. 上海夜話〈井東憲、昭和 4〉440頁　4-7568-0397-0　12,000円　　2. ハルピン女〈郡司次郎正、昭和 7〉440頁　4-7568-0398-9　12,000円　　3. 男

装の麗人〈村松梢風、昭和 8〉390頁　4-7568-0399-7　11,000円　　4. 満洲〈中西伊之助、昭和 9〉460頁　4-7568-0400-4　13,000円　　5. 駒鳥日記〈矢

田津世子、昭和16〉270頁　4-7568-0401-2　7,000円　　6. 遠東の民	第一部・趙君瑛の日記〈鈴木英夫、昭和16〉360頁　4-7568-0402-0　10,000円

7. 遠東の民	第二部・陳一族の手紙〈鈴木英夫、昭和17〉340頁　4-7568-0403-9　9,000円　　8. 遠東の民	第三部・ある中尉の手記〈鈴木英夫、昭和18〉

250頁　4-7568-0404-7　6,000円　　9. 朝鮮・台湾・海南諸港〈野上豊一郎・彌生子、昭和17〉350頁　4-7568-0405-5　10,000円　　10. 黄河〈宮本幹也、

昭和18〉440頁　4-7568-0406-3　12,000円

　● 2 回	10 巻（11-20 巻）［2000.10］4-283-00304-2　　100,000円

11. 汝等の背後より〈中西伊之助、大正 12〉410頁　4-7568-0407-1　11,500円　　12. 上海〈村松梢風、昭和 2〉360頁　4-7568-0408-X　10,000円　　

13. 赤い魔窟と血の旗〈井東憲、昭和 5〉280頁　4-7568-0409-8　9,000円　　14. 発声満洲〈郡司次郎正、昭和 8〉380頁　4-7568-0410-1　10,500円　

15. 北京〈阿部知二、昭和13〉290頁　4-7568-0411-X　9,000円　　16. 満洲紀行〈島木健作、昭和15〉360頁　4-7568-0412-8　9,500円　　17. 黒龍江〈竹

森一男、昭和16〉240頁　4-7568-0413-6　7,000円　　18. 南洋紀行〈丸山義二、昭和17〉260頁　4-7568-0414-4　8,000円　　19. 満洲少女〈小泉菊枝、

昭和17〉310頁　4-7568-0415-2　9,000円　　20. 陳夫人〈庄司総一、昭和19〉300頁　4-7568-0416-0　16,500円

イタリアの記憶 文化と歴史そして人　前之園幸一郎著〔「異文化交流と近代化」京都国際セミナー1996 組織委員会発行［1998.8］、大空社発売〕四六判

4-7568-0812-3　　1,714円

異文化交流と近代化 京都国際セミナー 1996　松下鈞編［1998.7］B5 判 330頁　4-7568-0748-8　　8,000円

■19 世紀中葉から20世紀初頭、東アジアを舞台とする交流の諸相（キリスト教・言語・思想・音楽・教育など）を検証する。

新大陸発見物語 ヴァイキングの新大陸アメリカ上陸の記録　伏島正義著［1998.5］B6 判　4-7568-0720-8　　1,500円

仏者の眼　水原渭江監修・撮影［1998.2］A4 判 128頁　4-7568-0449-7　　7,000円

■国際的な中国研究者でチベット活仏の特別教育顧問の編者によるチベット写真約 300点。

アジアの経済社会　内田吉英著［1998］A5 判　4-7568-0810-7　　1,500円

イエズス会日本コレジヨの講義要綱 Compendium Catholicae Veritatis　全3巻　上智大学キリシタン文庫編［1997.12］　B5 判	4-7568-0674-0

　　100,000円

■甦る東西文化交流の至宝。信長、秀吉、家康の時代、豊後に開設されたコレジヨ（大学）で使用された神学生のためのテキスト〈ペドロ・ゴメス=編述〉。

400 年後に奇跡的に再発見された手稿本。西欧の思想文化（神学、人間論、天体宇宙論など）伝来黎明期を証する、思想・宗教・科学・言語史の一級資料。

本文楮紙・豪華装。

里村欣三著作集　全 12 巻・別巻1　高崎隆治監修・解説［1997］A5 判（全 2回配本）　　120,000円

■徴兵を忌避しながら南方諸島へ赴き、散って逝った文学者。

　●1期	9 巻（1-9 巻）［1997.3］4-7568-0375-X　　90,000円

1. 第二の人生〈昭和15〉　　2. 第二の人生	第二部〈昭和15〉　　3. 徐州戦	第二の人生第三部〈昭和16〉　　4. 兵の道〈昭和16〉　　5. 支那の神鳴〈昭和17〉

6. 光の方へ〈昭和17〉　　7. 熱風〈昭和17〉　　8. 河の民〈昭和18〉　　9. ボルネオ物語（大東亜こども風土記）〈昭和19〉

　● 2 期	3 巻（10-12 巻）・別巻［1997.8］4-7568-0930-9　　30,000円

10. 短編創作集　　11,12. 戦記・エッセー集(1,2)　　別巻「ボルネオの灯は見えるか」（高崎隆治）

柳田國男の本棚　全31巻　［1996-97］A5 判（全4回配本）　　454,000円

■「柳田学」形成の原点、日本民俗学の起源を辿る叢書。柳田が序文や書評を寄せた、アジアの民俗・動植物などの幅広い研究文献からなる。

　●1期	7巻（1-7巻）［1997.4］4-283-00309-3　　129,000円

1～ 3.台湾文化志／上・中・下巻〈伊能嘉矩、昭和 3〉1070/1050/1100頁　4-7568-0380-6/0381-4/0382-2　各30,000円　　4. 神都百物語〈松木時彦、昭

和 7〉580頁　4-7568-0383-0　16,000円　　5. 山の伝説〈青木純二、昭和 5〉360頁　4-7568-0384-9　10,000円　　6. 動物界霊異誌〈岡田蒼溟、昭和 2〉

330頁　4-7568-0385-7　9,000円　　7. 東石見田唄集〈三上永人、大正15〉160頁　4-7568-0386-5　4,000円

　● 2 期	9 巻（8-16 巻）［1997.9］4-283-00310-7　　83,000円

8. ハルマヘイラ島生活〈江川俊治、大正10〉310頁　4-7568-0387-3　9,000円　　9. 和尚と小僧〈中田千畝、昭和 2〉280頁　4-7568-0388-1　5,000円　

10. 日本鳥類生態学資料〈川口孫治郎、昭和 12〉650頁　4-7568-0389-X　19,000 円　　11. 日向馬関田の伝承〈楢木範行、昭和 12〉220頁　4-7568-

0390-3　6,000 円　　12. 地を拓く〈別所梅之助、昭和 17〉360頁　4-7568-0391-1　10,000 円　　13. 随筆民話〈高田十郎、昭和 18〉350頁　4-7568-

0392-X　10,000 円　　14. 支那習俗〈太田陸郎、昭和18〉240頁　4-7568-0393-8　7,000 円　　15. 高砂族パイワヌの民芸〈小林保祥、昭和19〉230頁　

4-7568-0394-6　7,000円　　16. 地理と民俗〈山口貞夫、昭和19〉360頁　4-7568-0395-4　10,000円	
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26 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

　● 3 期	10 巻（17-26 巻）［1998.5］4-283-00311-5　　76,000円

17. アイヌの研究〈金田一京助、大正 14〉520頁　4-7568-0733-X　15,000円　　18. 北飛騨の方言〈荒垣秀雄、昭和 7〉220頁　4-7568-0734-8　6,000円

19. 滋賀県方言集〈大田栄太郎、昭和 7〉210頁　4-7568-0735-6　6,000円　　20. 大和の伝説〈高田十郎、昭和 8〉380頁　4-7568-0736-4　10,000円　

21. 遺老説伝〈島袋盛敏、昭和10〉230頁　4-7568-0737-2　6,000円　　22. 海女記〈瀬川清子、昭和17〉280頁　4-7568-0738-0　8,000円　　23. 紫波

郡昔話集〈小笠原謙吉、昭和17〉200頁　4-7568-0739-9　5,000円　　24. 武蔵野風物〈福原信三、昭和18〉180頁　4-7568-0740-2　5,000円　　25. 村

の女性〈能田多代子、昭和18〉290頁　4-7568-0741-0　8,000円　　26.女の本〈女性民俗学研究会、昭和 21〉250頁　4-7568-0742-9　7,000円

　● 4 期	5 巻（27-31巻）［1998.1］4-283-00312-3　　166,000円

27. 嶽南史	第1巻〈鈴木覚馬、昭和 6〉1200頁　4-7568-0790-9　29,000円　　28. 嶽南史	第 2巻〈鈴木覚馬、昭和 6〉1170頁　4-7568-0791-7　29,000円

29. 嶽南史	第 3巻〈鈴木覚馬、昭和 7〉1570頁　4-7568-0792-5　39,000円　　30. 嶽南史	第 4巻〈鈴木覚馬、昭和 8〉1400頁　4-7568-0793-3　34,000円

31. 嶽南史	第 5巻〈鈴木覚馬、昭和10〉1420頁　4-7568-0794-1　35,000円

一日一信 戦地から妻への 1600 通の葉書　全4巻　青木一著［1996-97］四六判　6,992円／（1～4）4-7568-0300-8/0307-5/0308-3/0309-1各1,748円

■南支那戦線 5年余、軍隊生活、中国民衆との交流などの日 を々故郷の妻へ毎日書き送った、教育実践家・青木の感動のドキュメント。

近代アジア研究文献目録　全 15 巻［1996］B5/A5 判（全 2回配本）　　189,320円

■昭和 20 年までに刊行された中国・朝鮮・東南アジア諸国に関する重要な研究文献目録、研究機関図書目録を厳選集成。

　●1期　8 巻（1-8 巻）［1996.3］4-7568-0215-X　　106,796円

1. 東亜研究所和文図書目録	上〈東亜研究所資料課、昭和16〉　　2. 東亜研究所和文図書目録	下〈東亜研究所資料課、昭和16〉　　3. 南方植民史文献目

録	上〈東亜研究所、昭和17〉　　4. 南方植民史文献目録	下〈東亜研究所、昭和17〉　5. 東亜共栄圏資源科学文献目録	フィリピン〈資源科学研究所、昭和

18〉　　6. 東亜共栄圏資源科学文献目録	馬来半島〈資源科学研究所、昭和18〉　　7. 東亜共栄圏資源科学文献目録	東印度諸島I	上〈資源科学研究所、

昭和19〉　　8. 東亜共栄圏資源科学文献目録	東印度諸島I	下〈資源科学研究所、昭和19〉

　● 2 期　7巻（9-15 巻）［1996.11］4-7568-0330-X　　82,524円

9. 東亜経済調査局所蔵	邦華文図書目録〈東亜経済調査局、昭和12〉　　10. 南洋経済研究所所蔵図書目録〈南洋経済研究所、昭和15〉　　11. 東亜研究所	

南方地域邦文資料目録〈東亜研究所、昭和17-18〉　　12. 東亜研究所	邦文雑誌重要記事索引南方之部〈東亜研究所、昭和17〉　　13. 南方関係資料目録〈台

湾拓殖株式会社、昭和17〉　　14. 南方地域文献資料目録〈南方資料館、昭和18-19〉　　15. 増補	南方文献目録〈日本拓殖協会、昭和19〉

香港特別行政区基本法いろは　劉清泉著〔北京科学出版社発行、1996.6〕B6 判　4-7568-0435-7　　1,000円

水原渭江学術精華　水原渭江著〔北京科学出版社［1996］、大空社発売〕B5 判 448頁　4-283-00137-6　　20,000円

■中国および日本の民俗学・音楽学・文学・漢学・東洋美術史など広範囲な業績集成（本文中国語）。

折口信夫研究資料集成　全 11巻・別巻1　朝倉治彦監修／石内徹編集［1994.10］B5 判　4-87236-928-9　　145,631円

■大正7年 5月～昭和 40 年12月までの折口（釈迢空）研究の成果（人物論、作家論、歌論、小説論、古代文学、折口学、国文学、民俗学、神道、宗教

関係論文ほか）を集大成。収録文献は総 900点。

明治期日本の異文化交流と社会学　秋山ひさ著［1999.3］A5 判 261頁　　2,800円

満洲事情　全 9巻［1991.10］B5 判　4-87236-180-6　　160,194円	

■〈外務省通商局編、明治44-大正 13〉。満洲研究の先駆的重要調査資料。当時の政府が総力を結集、満洲各地の領事館がまとめた信頼できる調査データ。

政治・社会・経済・民俗・文化・教育・地理などの実態を浮き彫りにする満洲研究の先駆的重要文献。

博物館基本文献集　全 21巻・別巻1　伊藤寿朗監修［1990-91］A5/B5 判（全 2回配本）　　199,000円

■博物館が組織的な取り組みを開始した1920 ～ 50 年代までを主に、理論書・啓蒙書などの単行本、パンフレット、案内書（海外植民地を含む）、統計資

料などを網羅。

　●1期	9 巻（1-9 巻）［1990.11］4-87236-154-7　　84,000円

1. 眼に訴へる教育機関〈棚橋源太郎、昭和 5〉　　2. 郷土博物館〈棚橋源太郎、昭和 7〉　　3. 仏蘭西博物館制度の調査〈文部省、昭和 4〉　　4. 新博物館

態勢〈藤山一雄、康徳 7〉　　5. 博物館〈濱田青陵、昭和 4〉　　6. 博物館講習会要項〈文部省、昭和 4〉/年表我国に於ける郷土博物館の発展〈大日本連合

青年団郷土資料陳列所、昭和11〉/米国内各博物館の教育事業に就いて〈星合正治、昭和 7〉　　7. 商品陳列所綜覧（第二回版）〈商品陳列所連合会、昭

和 8〉　　8. 欧米博物館の施設〈後藤守一、昭和 6〉　　9. 常置観覧施設一覧（昭和四年）〈文部省普通学務局〉/教育的観覧施設一覧（昭和五～一七年）〈文

部省社会教育局〉

　● 2 期	12 巻（10-21巻）・別巻［1991.7］4-87236-174-1　　115,000円

10. 大正五年一二月常置教育的観覧施設状況〈文部省、大正6〉　　11.世界の博物館〈棚橋源太郎、昭和 22〉　　12. 新しい博物館	その機能と教育活動〈木

場一夫、昭和 24〉　　13. 博物館学綱要〈棚橋源太郎、昭和 25〉　　14. 見学・旅行と博物館（聴視覚教育新書 6）〈木場一夫他、昭和 27〉　　15. 博物館教

育〈棚橋源太郎、昭和 28〉　　16. 博物館・美術館史〈棚橋源太郎、昭和 32〉　　17. 博物館〈棚橋源太郎、昭和 24〉　　18. 博物館のはなし〈青木国夫、

昭和 32〉　　19. わたしたちの歴史研究博物館〈関忠夫、昭和 32〉　　20. 博物館調査〈文部省、昭和 28〉/昭和 26 年1月20日公私立博物館等調査表〈文

部省〉/文化観覧施設一覧〈文部省社会教育局、昭和 23〉　　21. 昭和二七年度学芸員講習講義要綱〈文部省〉/学芸員講習講義要綱（昭和二八年）〈文部省〉

/観光資源要覧第四編　陳列施設〈運輸省刊行局、昭和 32〉　　別巻（各書解説、博物館学総論（鶴田総一郎）、博物館関係単行書目録）

❖　ことば 　❖

資料集成 近代日本語〈形成と翻訳〉　全 18 巻・別巻1	　	川戸道昭・榊原貴教編著　［2014.11-2016.8］B5 判	978-4-283-01182-3

467,000円　【各巻分売可〈大空社出版〉】

■「近代日本語は翻訳との遭遇によってその核心部分が形成されてきた」近代日本語「創造」への苦闘の跡をまざまざとみせる原典複刻編集資料集。

　●1回　［文体編］4巻（1-4 巻）［2014.11］978-4-283-01183-0　　92,000円

1. 総目次＋総索引　　2. 挑戦する文体・山田美妙集　　3. 懐疑する文体・二葉亭四迷集　　4. 理想の文体・嵯峨のやおむろ集

　● 2 回　［文体編］4巻（5-8 巻）［2015.5］978-4-283-01184-7　　106,000円

5.苦渋する文体・尾崎紅葉集①	　　6.苦渋する文体・尾崎紅葉集②　　7. 言文一致作品集①　　8. 言文一致作品集②

　● 3 回　［史料編］5巻（9-13 巻）［2015.10］978-4-283-01185-4　　118,000円

9. 近代日本語形成資料（刊本の部）江戸期　　10. 近代日本語形成資料（刊本の部）明治期①　　11. 近代日本語形成資料（刊本の部）明治期②

12. 近代日本語形成資料（刊本の部）明治期③　　13. 近代日本語形成資料（刊本の部）明治期④

　● 4 回　［史料編］3巻（14-16 巻）［2016.5］978-4-283-01186-1　　79,000円

14. 近代日本語形成資料（新聞雑誌の部）①　　15. 近代日本語形成資料（新聞雑誌の部）②　　16. 演説・記事論説集



27※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

　● 5 回　［史料編］2巻（17-18 巻）［2016.8］978-4-283-01187-8　　52,000円

17. 国語改良異見　　18. 現代名家文章大観

　別巻「欧米文学の翻訳と近代文章語の形成　漢文対応の日本語から欧文対応の日本語へ」川戸道昭著［2014.12］978-4-283-01188-5　　20,000円

臥酔　髙野繁男著［2013.3］B6 判　978-4-283-00798-7　　1,600円　【『続 臥酔』〈大空社出版〉2017.11刊】

■近代日本語の研究者が、定年を迎え、日本、外国、文化、芸術、ことば、土地、時代について存分に語る好エッセイ集。

日本語になった西洋語 急増するカタカナ語　高野繁男著［2011.5］四六判　978-4-283-00781-9　　2,500円

■外来語が急増する日本語。このままカタカナ語が増えつづけると日本語の将来はどうなるか。

日本語・中国語における欧米語受容の現状とその比較研究 英語世紀における日本語の外来語急増と中国語の対応をめぐって　高野繁男・徐萍飛監修

［2011.3］B5 判　978-4-283-00795-6　　6,000円

■日本語・中国語とも外来語急増という同じ現象に直面している。厖大な外来語データをもとに、欧米語受容の観点から双方の言語状況を分析し、日本語と

中国語の言語としての将来はどうなるかを論じる日中共同研究。

鬼の絵ことば 座右の一喝！　あべ童詩著［2008.12］A5 判 155頁（2色刷）　978-4-283-00622-5　　1,500円

■人としての本来の姿・心に気づかせ、憂いを爽快へ変える警句・人生応援詩に、思わず微笑むユーモアあふれる絵。〈はがき〉にして、いまのあなたの気

持を伝えたい人（友人・同僚・家族…）に贈ろう！

ことだまのおぼつかなさに ことばという対象をめぐって　森岡健二著［2008.3］A5 判 300頁　978-4-283-00576-1　　5,000円

■日本語語彙・表現法・文法から国語教育と幅広く探究してきた著者（1917-2009）の研究自伝。

近代外国 地名人名 呼び方書き方 変遷史料集　全4巻　［2007.11］B5 判　978-4-283-00529-7　　65,000円

■日本語にとって永遠の課題〈外国の固有名をいかに呼び、どう書き表すか〉の歴史基本文献。すべての日本語による外国地名・人名事典と並べて表記を確

認するために必携。

1. 文部省調査	外国地名字彙〈教授法研究会、明治36〉　　2. 文部省調査	外国人名字彙〈教授法研究会、明治36〉　　3,4. 史料集1・2〔外国地名及人名

取調（官報5811号附録）〈明治35〉/外国地名及人名訂正（官報5837号）〈明治35〉/外国地名及人名増補及訂正（官報 6147号附録）〈明治36〉/外国地

名人名表	第 1回調査〈日本放送協会、昭和12〉/満蒙支那人名地名表	第 1回調査〈松田儀一郎、昭和12〉/外国地名及人名取調一覧〈明治35〉/外国

地名人名称呼一覧〈史学会、大正3〉/地名の呼び方と書き方	社会科手びき書〈文部省、昭和 34〉〕

日本語読本　全 2巻　ヘルマン・プラウト著／森岡健二・志村哲也訳・解説［2006.3］B5 判 750頁　4-283-00458-8　　25,000円

■1891年（明治 24）ドイツで編集・刊行された日本の物語集の、原文ローマ字表記を日本語に翻刻し、ドイツ語の注・日本語語彙集を翻訳。当時の日本

語口語資料として、また日本の歴史・風俗・社会についての詳細な注は比較文化の貴重な資料となる。昔話、長編物語（天一坊）、円朝の小説「蝦夷錦古郷

の家土産」と内容多彩。

傑作 国策標語大全　前坂俊之解説［2001.6］A5 判 700頁　4-283-00164-3　　20,000円

■標語総4250。大正 10 年から昭和 20 年頃までに内閣情報局が掲げた国策標語を徹底収集し、8分野 89 項目に分類（国民精神作興、国力振興、生活刷

新など）。社会・風俗・教育・言語など必携。

戦時下標語集　大空社編［2000.5］B5 判 550頁　4-283-00163-5　　20,000円

■昭和11年から終戦まで、政府の国策標語のみならず、国威宣揚に企業・団体が唱えたもの、紙誌・放送などメディアに載ったもの、街頭の標語など約 430

を年代順に収録。

古辞書抄物 韻府群玉・玉塵抄　全 19 巻　近思文庫古辞書研究会／大友信一・佐藤武義・木村晟・片山晴賢編［1998-99］B5 判（全 3回配本）340,000円

■重要な口語資料、元・明代の詩作用韻書（漢語逆引き辞書）『韻府群玉』、その講釈書『玉塵抄』（1563）。

　●1回	5 巻『韻府群玉（巻1～38）』［1998.6］4-7568-0743-7　100,000円　　● 2 回	7巻『玉塵抄（巻1～24）』［1998.1］4-7568-0744-5　120,000円

　● 3 回	7巻『玉塵抄（巻 25～ 55）』［1999.9］4-7568-0745-3　120,000円

近代英華・華英辞書集成　全 15 巻　那須雅之監修・解説［1998-99］B5 判（全 2回配本）　　305,000円

■19 世紀、日中両国の近代翻訳語の成立に大きな影響を及ぼした在華プロテスタント宣教師系辞書 5点（ロプシャイト原著）を複刻。辞書・言語（日本近

代語）、洋学史・英学史、宗教・思想・文化の接触・交流研究の基礎資料。

　●1回	8 巻（1-8 巻）［1998.9］4-7568-0781-X　　155,000円

1-6. 英華和譯字典　A	Dictionary	of	the	English,	Chinese	Dictionary	and	Japanese	Languages,	with	the	Japanese	Pronunciation〈W.ロプシャ

イト原著・中村敬宇校正、1879〉　7,8. 新増英華字典　A	Dictionary	 of	 the	 English	 and	 Chinese	 Language,	 with	 the	 Merchant	 and	 Mandarin	

Pronunciation〈W.ロプシャイト原著・F.キングセル増訂、1897〉

　● 2 回	7巻（9-15 巻）［1999.3］4-7568-0782-8　　150,000円

9. 漢英字典　A	Chinese	 and	 English	 Dictionary〈W.ロプシャイト、1871〉　　10,11. 華英音韻字典集成　An	 English	 and	 Chinese	 Pronouncing	

Dictionary〈W.ロプシャイト原著・企英譯書館増訂、1901〉　　12-15. 新増英華字典　A	Dictionary	of	the	English	and	Chinese	Language,	with	the	

Merchant	and	Mandarin	Pronunciation〈W.ロプシャイト原著・F.キングセル増訂、1899〉

近世方言辞書集成　全4巻（第1-3,7巻のみ刊）佐藤武義・木村晟・山田瑩徹・古瀬順一・片山晴賢編［1998.12］4-7568-0534-5　　48,000円

■各地に伝わる方言誌（一部活字本）。

1. 片言〈安原貞室、慶安 3〉/浮世鏡〈不詳、貞享 5〉　　2. 志不可起〈箕田熹貞、享保12〉　　3. 物類称呼〈越谷吾山、安永4〉　　7. 丹波通辞〈不詳、江

戸後期〉/浪花方言〈不詳、文政4〉/新撰大阪詞大全〈不詳、天保12〉/滋賀県方言集〈大田栄太郎、明治30頃〉

明六雑誌語彙総索引 付複刻版「明六雑誌」　髙野繁男・日向敏彦監修/編［1998.5］4-7568-0717-8　　56,000円

■欧米思想・文物受容の先端を行き、現代に残る基本語彙に満ちている明六社（森有礼・西村茂樹・福沢諭吉・西周ら）の機関誌（明治7.3～ 8.11）。漢語・

和語・洋語・人名・地名などに分類し、自立語彙（約 74,000 語）を延べ語形式で示す。	 （→ p.71〈大空社デジタル資料叢書［USB 版］〉

　『明六雑誌語彙総索引』B5 判 750頁　4-7568-0718-6　28,000円　　『複刻版	明六雑誌』（全 2巻）B6 判 420頁　4-7568-0719-4　28,000円

押韵 / 打聞集 国語国文学術研究書シリーズ　［1998］B5 判

　押韵　近藤良一監修／木村晟・草彅高興・片山晴賢編［1998.3］4-7568-0706-2　　8,000円

	 ■〈慶長 2写本、国立国会図書館蔵〉影印。連歌や和漢・漢和聯句のための韻の辞書。古辞書研究重要文献。

　打聞集　木村晟編［1998.3］4-7568-0707-0　　10,000円

	 ■〈長承 3写本、古典保存会複製本、昭和 2〉影印・翻字／漢字画引索引。院政期の仏教説話集の原本に忠実な翻字本文と、コンテクスト方式に基

づいた漢字索引を収録。

こ
と
ば



28 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

古辞書影印資料叢刊 版本 和訓栞　全 7巻　近思文庫古辞書研究会編／大友信一監修／木村晟・片山晴賢・三澤成博編［1998］

■谷川士清『版本	和訓栞』前中後編（安永6-明治 20）に『桑家漢語抄』を付載。　　A5 判　4-7568-0533-7　　130,000円

明治期国語辞書大系　飛田良文・松井栄一・境田稔信編［1997-2016］A5 判

■近代日本語を築いた重要国語辞書を精選集成。初版本を原則とし、主要な増補・改訂・異版本も収録。　　［普］普通語辞書　［雅］雅俗辞書

　● ［1期］ 1回	7巻（普1-3／雅 1-4）［1997.9］4-283-00321-2　　175,000円

普 1. 語彙〈木村正辞・横山由清他、明治 4-17〉1230頁　4-7568-0634-1　36,000 円　　普 2. 漢英対照	 いろは辞典〈高橋五郎、明治 21〉1210頁　

4-7568-0635-X　36,000円　　普 3.ことばのはやし〈物集高見、明治 21〉1810頁　4-7568-0636-8　54,000円　　雅 1.日本小辞典〈物集高見、明治11〉

640頁　4-7568-0637-6　19,000円　　雅 2. 雅言解〈鈴木重嶺、明治12〉370頁　4-7568-0638-4	 　11,000円　　雅 3. 雅言小解〈佐々木弘綱、明

治12〉270頁　4-7568-0639-2　8,000円　　雅 4. 雅言略解〈臼井憲成、明治14〉390頁　4-7568-0640-6　11,000円

　● ［1期］ 2 回	5 巻（普 4-6／雅 5・6）［1998.3］4-283-00322-0　　173,000円

普 4. 和漢雅俗	いろは辞典〈高橋五郎、明治 21-22〉1330頁　4-7568-0641-4　40,000 円　　普 5.日本辞書	言海〈大槻文彦、明治 22-24〉1280頁　

4-7568-0642-2　40,000円　　普 6.日本大辞書〈山田美妙、明治 25-26〉1560頁　4-7568-0643-0　47,000円　　雅 5.ことばのその〈近藤真琴、明治18〉

1380頁　4-7568-0644-9　41,000円　　雅 6. 掌中	雅言栞〈大久保忠保、明治 21〉170頁　4-7568-0645-7　5,000円

　● ［1期］ 3 回	7巻（普7-9／雅 7-10）［1998.8］4-283-00323-9　　157,000円

普 7. 増訂二版	和漢雅俗	いろは辞典〈高橋五郎、明治 25-26〉1490頁　4-7568-0646-5　44,000円　　普 8.日本大辞林〈物集高見、明治 27〉1720頁　

4-7568-0647-3　52,000円　　普 9.日本新辞書〈三田村熊之介、明治 28〉730頁　4-7568-0648-1　22,000円　　雅 7. 雅俗俗雅	日本小辞典〈服部元彦、

明治 23〉530頁　4-7568-0649-X　16,000円　　雅 8.俗語雅調〈弾舜平、明治 24〉140頁　4-7568-0650-3　5,000円　　雅 9. 国文小辞典〈大久保初雄、

明治 24〉500頁　4-7568-0651-1　15,000円　　雅 10.言葉の手引〈岡千春、明治 24〉80頁　4-7568-0652-X　3,000円

　● ［1期］ 4 回	4 巻（普10・11／雅 11・12）［1999.3］4-283-00324-7　　144,000円

普 10.帝国大辞典〈藤井乙男・草野清民、明治 29〉1480頁　4-7568-0653-8　44,000 円　　普 11.日本新辞林〈林甕臣・棚橋一郎、明治 30〉1940頁　

4-7568-0654-6　58,000円　　雅 11. 雅俗俗雅	日本小辞典（増補再版）〈服部元彦、明治 25〉790頁　4-7568-0655-4　23,000円　　雅 12.訂正増補	国

文小辞典〈大久保初雄、明治 25〉640頁　4-7568-0656-2　19,000円

　● ［1期］ 5 回	4 巻（普12／雅 13・14）・別巻1［2003.4］4-283-00325-5　　125,500円

普 12.ことばの泉〈落合直文、明治 31-32〉1920頁　4-7568-0657-0　54,000円　　雅 13. 国語集解〈岡吉胤、明治 35〉460頁　4-7568-0658-9　18,000

円　　雅 14. 国書辞典〈落合直文、明治35〉1600頁　4-7568-0659-7　45,000円　　別巻「明治期国語辞書大系	書誌と研究」〈飛田良文・松井栄一・境

田稔信〉190頁　4-7568-0660-0　8,500円

　● ［2 期］ 1回	1巻 4冊（普21）［2008.10］978-4-283-00697-3　　152,000円

普 21.大辞典（全4冊）〈山田美妙、明治45〉5080頁　978-4-283-00697-3　152,000円

　● ［2 期］ 2 回	2 巻（普16・20）［2009.5］978-4-283-00691-1　　109,000円

普 16. 辞林〈金沢庄三郎、明治 40〉1720頁　978-4-283-00689-8　54,000円　　普 20. 辞林　四十四年版〈金沢庄三郎、明治 44〉1860頁　978-4-283-

00690-4　55,000円

　● ［2 期］ 3 回	2 巻（普14・18）［2010.3］978-4-283-00694-2　　104,000円

普14. 国語漢文新辞典〈井上頼圀、明治38［明治 41七版］〉2300頁　978-4-283-00692-8　66,000円　　普18.大増訂　ことばの泉　補遺〈落合直文・落

合直幸、明治41〉1270頁　978-4-283-00693-5　38,000円

　● ［2 期］ 4 回	2 巻 3冊（普15・19）［2011.2］978-4-283-00698-0　　98,000円

普 15. 国漢文辞典（全 2冊）〈三省堂編輯所、明治 39〉2040頁　978-4-283-00695-9　63,000円　　普 19.俗語辞海〈松平円次郎・山崎弓束・堀篭美善、

明治42〉1150頁　978-4-283-00696-6　35,000円

　● ［2 期］ 5 回	3 巻（普13・17／雅 15）［2016.8］978-4-283-01194-6　　118,000円

普13.帝国以呂波節用大全〈山田美妙、明治31〉790頁　978-4-283-01195-3　32,000円　　普17.発音数引	実用新辞典〈森本樵作、明治41〉1160頁　

978-4-283-01196-0　40,000円　　雅 15. 国語辞典〈林幸行・南条文雄、明治37〉1240頁　978-4-283-01197-7　46,000円

隠語辞典集成　全 22 巻・別巻1　松井栄一・渡辺友左監修／渡辺友左解説／武藤康史辞典解題［1996-97］B6 判（全 3回配本）204,000円

■特定の組織・集団・社会で通用した特殊なことば＝隠語は一般の国語辞典ではなかなか調べられない。明治・大正・昭和戦後初期までに刊行された著名

な隠語辞典を網羅。日本近代社会の実態を探究する際に必携。

　●1期	9 巻（1-9 巻）［1996.12］4-7568-0333-4　　85,000円

1.日本隠語集〈稲山小長男、明治 25〉460頁　4-7568-0336-9　11,000円　　2. 隠語輯覧〈富田愛次郎監修・高芝羆、大正4〉710頁　4-7568-0337-7　

18,000円　　3. ポケット隠語辞典／犯罪隠語集（『グロテスク』3月号所収）〈学術普及社編輯部／樺山勝美、昭和 4〉150頁　4-7568-0338-5　5,000円

4.チョーフグレ〈南霞濃、昭和 5〉260頁　4-7568-0339-3　7,000円　　5.モダン隠語辞典〈宮本光玄、昭和 6〉170頁　4-7568-0340-7　5,000円

6.司法警察	特殊語百科辞典〈高久景一、昭和 6〉560頁　4-7568-0341-5　14,000円　　7.世界犯罪隠語大辞典（『犯罪実話』新年号付録）／全国隠語集	

符牒なら何でも／隠語と用語／隠語辞典（『新聞語辞典』付録）〈西山光・黒沼健／西堀忠治／植木鬼仏／栗田書店編輯部、昭和 8/8/10/11〉340頁　

4-7568-0342-3　9,000円　　8. 隠語構成様式並に其語集〈樋口栄、昭和10〉440頁　4-7568-0343-1　10,000円　　9. 語源解説	俗語と隠語〈渡部善彦、

昭和13〉240頁　4-7568-0344-X　6,000円

　● 2 期	7巻（10-16 巻）［1997.5］4-7568-0334-2　　56,000円

10. 恋愛モダン語隠語辞典／犯罪隠語辞典（『真相実話』付録）／好色隠語辞典（『真相実話』第1巻第 2号別冊付録）〈塩田まさる、昭和 22〉250頁　

4-7568-0345-8　6,000円　　11. 語源明解	俗語と隠語〈日本言語研究会、昭和 24〉260頁　4-7568-0346-6　7,000円　　12. 隠語辞典〈笠井緑、昭和

25〉440頁　4-7568-0347-4　12,000円　　13. 警察関係隠語（『最新警察辞典』所収）／符牒・隠語六千語	芸者からスリまで〈警察法研究会／平野威馬雄、昭和

28・30〉320頁　4-7568-0348-2　9,000円　　14. 警察隠語類集〈警視庁刑事部、昭和 31〉180頁　4-7568-0349-0　11,000円　　15. 現代隠語辞典〈隠

語研究会、昭和 31〉210頁　4-7568-0350-4　6,000円　　16. 私立探偵	実務必携	符牒隠語集〈児玉道尚、昭和 38〉170頁　4-7568-0351-2　5,000円

　● 3 期	7巻（17-22 巻）・別巻1［1997.12］4-7568-0335-0　　63,000円

17. 隠語（「兎園小説」所収）／当流	人名辞書（「讕言」所収）／英和双解　隠語彙集〈山崎美成／幸田露伴／村松守義、文政 8・明治 33・20〉250頁　

4-7568-0352-0　11,000円　　18. 猥褻廃語辞彙／日本擬人名辞書〈宮武外骨、大正8・10〉220頁　4-7568-0353-9　10,000円　　19. 売春婦異名集〈宮

武外骨、大正 10〉170頁　4-7568-0354-7　8,000円　　20.世界艶語辞典／結婚愛会話辞典（「あまとりあ」第1巻第 8号付録）〈佐藤紅霞／高橋鉄、昭

和 21・26〉240頁　4-7568-0355-5　8,000円　　21.日本性語大辞典〈桃源堂主人、昭和 3〉210頁　4-7568-0356-3　6,000円　　22. 近世上方語考〈前

田勇、昭和 32〉300頁　4-7568-0357-1　10,000円　　別巻「資料編（解説・解題・資料・索引）」〈松井・渡辺・武藤〉530頁　4-7568-0358-X　10,000円

大正期ＳＰ盤レコード 芸能・歌詞・ことば全記録　全 11巻　倉田喜弘・岡田則夫監修　［1996-97］A5 判（全 2回配本）　　228,155円

■大正文化の華〈レコード〉は一体何を吹き込んできたのか、そのＳＰ版レコードに刻まれた近代日本の芸能文化・話しことばの実況録音記録。記載内容は

曲名（演目名）・演者・レコード番号・歌詞（演目の台本）で本文総ルビ。稀覯書。大隈重信の演説から讃美歌・唱歌・謡曲・浪花節・落語・声色・社会スケッ

チなど、レコードに刻まれた豊饒なことばの記録は、日本語・文学・芸能から女性・児童文化・風俗・社会など多方面に生きた研究材料を与える。



29※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

　●1回	6 巻（日本蓄音器文句全集・大正 2～7年版）［1996.10］4-7568-0320-2　　121,359円

　● 2 回	5 巻（日本蓄音器文句全集・大正8,9,11年版（10 年版未刊行）/東京レコード文句集・第1,2 集〈大正6,8〉）［1997.4］4-7568-0321-0　106,796円

明治期漢語辞書大系　全 65 巻・別巻 3　松井栄一・松井利彦・土屋信一監修・編／土屋信一解題［1995-97］B5 判（全4回配本）951,456円

■日本語語彙、特に明治以降の近代語に大きな役割を有する漢語。明治（とくに初期）には多種多様な夥しい数の字引が出版された。現代語へ至ることば

の変遷を検証するために重要な資料。空前絶後の大系。約130点収録。

　●1期	20 巻（1-20 巻）［1995.10］4-7568-0092-0　　291,262円

1. 内外新報字類〈荻田嘯、慶応 4頃〉/新令字解〈荻田嘯、慶応 4〉/日誌必用	御布令字引〈四方茂苹、明治1〉/布令字弁	初～七〈荻田長三、明治1-5〉

/内外新聞画引〈不倦斎、明治1〉　　2. 漢語字類〈庄原謙吉、明治 2〉　　3.令典熟語解〈伊藤正就、明治 2〉/布令必用	新撰字引	全三編〈松田成己、明

治 2〉/日誌字解〈岩崎茂実、明治 2〉/増補新令字解〈荻田嘯、明治 2〉/未味字解	漢語都々逸	一～四〈山々亭有人、明治3〉　　4. 新撰字類〈橋爪貫一、

明治3〉/漢語便覧〈梅岳山人、明治3〉　　5. 増補新令字解〈荻田嘯、明治3〉/童蒙必読	漢語図解	初～三〈弄月亭、明治3〉/漢語便覧〈横山監、明治4〉

6. 大全漢語解〈岩井久真、明治4〉/新撰字解〈中村守男、明治 5〉　　7. 増補布令字弁〈荻田長三、明治 5〉/漢語続貂〈梅岳隠士、明治 6〉　　8.世界節

用無尽蔵〈横尾謙七、明治 6〉/漢語二重引〈萩原乙彦、明治 6〉　　9. 漢語類苑大成〈大ホウ学人、明治 6〉/布令必用	大増補新撰字引〈宇喜田練要、明

治7〉　　10. 漢語字解〈池田観、明治7〉/律令字類〈猪野好爵、明治7〉/漢語註解〈津江左太郎、明治7〉　　11. 広益	熟字典	画引部〈湯浅忠良、明治

7〉/新撰字解〈岩崎茂実、明治 7〉　　12,13. 大増補漢語解大全〈岩井真二郎、明治 7〉　　14. 漢語新選	訳書字解〈小川伊典、明治 8〉/音画両引	大全

漢語字彙〈青木輔清、明治 8〉　　15. 増補改正	新撰字類〈橋爪貫一、明治 8〉　　16. 布令字解	漢語文章早引〈西野古海、明治 8〉/掌中類衆	漢語集〈桜

春雄、明治 8〉/御布告いろは節用〈鶴田真容、明治 8〉　　17. 開化字引大全〈巻菱潭、明治 8〉　　18. 開化新選字引〈西野古海、明治 8〉　　19. 布令日

誌新聞必用	開化いろは字引〈山本小三郎、明治 8〉/広益	熟字典	仮名引部〈湯浅忠良、明治 8〉　　20. 漢語	開化節用字集〈宇喜田小十郎、明治 8〉/布

令新聞新撰校正	普通漢語字引大全〈平田檠、明治 8〉

　● 2 期	22 巻（21-42 巻）［1996.3］4-7568-0093-9　　310,680円

21. 漢語新字引〈林三益、明治 9〉/音訓新聞字引〈萩原乙彦、明治 9〉　　22. 新撰	漢語字林大成〈橋爪貫一、明治 9〉/漢語和解一覧〈藤野貞造、明治 9〉

/漢語和解後編〈明治 9〉/小学読物熟字解〈竹内泰信、明治 9〉　　23,24.音画両引	開化節用集〈福寿信、明治 9〉　　25. 大全漢語便解〈浜真砂、明治 9〉

/布告律令字引〈山本義俊、明治 9〉/漢語文章	熟字早引〈原田道義、明治 9〉　　26. 画引	新撰漢語字引大全〈近藤元粋、明治 9〉　　27. 荘原和漢語字

類〈荘原和、明治 9〉　　28. 増補漢語字解大全〈長橋間右衛門、明治 9〉/漢語一覧表〈関岡半六、明治 9〉/布告必用	漢語絵字引〈池田東園、明治 9〉/

雅俗節用〈村田徽典、明治 9〉/布告字類図解〈安倍為任、明治 9〉　　29. 読書自在〈橋爪貫一、明治 9〉/講釈附	いろは布告字引〈岡三慶、明治 9〉/初

学必携	大全漢語字書〈土居清喜、明治 9〉　　30. 平仮名附	部分通用漢語早見〈村井清、明治10〉/御布告いろは節用後編〈鶴田真容、明治10〉/傍訓

註解御布告字引〈渡邉助信、明治10〉/漢語和解一覧〈藤野貞造、明治10〉/漢語両引便覧〈藤田善平、明治10〉　　31. 新選　漢語小字典〈高橋易直、明

治10〉/新聞征討	戦争字引〈高崎脩助、明治10〉　　32. 改正増字	画引漢語字典〈広沢信房、明治10〉/改正漢語便覧〈石川敬義、明治10〉/漢語日用弁

〈宮本興晃、明治10〉　　33. 御布令新聞漢語必用	文明いろは字引〈片岡義助、明治10〉/掌中漢語字林〈伴源平、明治10〉　　34. 開化掌中早引〈星唯清、

明治11〉/画引早引	自由熟字在〈大館正材、明治11〉/熟字音訓	小学字典〈大館正材、明治11〉　　35. 掌中両引布令必用	普通漢語解〈大館正材、明治

11〉/いろは分	布告新聞字引〈安倍為任、明治11〉/訓釈考訂音画両引	明治伊呂波節用大全〈大月畴四郎、明治11〉　　36. 漢語日用弁〈加藤富三郎、明

治11〉/新撰漢語字引〈森琴石、明治12〉/いろは韻	漢語字引〈鶴田真容、明治12〉/新撰以呂波節用〈武田福蔵、明治12〉/新撰伊呂波字引〈宇喜田

小十郎、明治12〉　　37,38. 必携熟字集巻上・巻下〈村上快誠、明治12〉　　39. 漢語伊呂波分	大全数字引〈藤田善平、明治12〉/いろは分	漢語字引〈徳

山純、明治13〉　　40. 漢語両通	新選いろは字引大全〈山川良峯、明治14〉/近時必携	熟語便覧〈鈴木盛公、明治14〉/懐中漢語字引大全〈大舘利一、

明治14〉/伊呂波分	漢語字引〈川口宗昌、明治14〉/漢語早見一覧表〈松尾とふ、明治14〉/漢語字引集〈谷壮太郎、明治14〉　　41. 頭書画引類語	明治

いろは字引大全〈内藤彦一、明治15〉　　42. 改正増補布令新聞漢語必用	文明いろは字引〈片岡義助、明治15〉/朝鮮事件	新聞字引〈佐藤三次郎、明治15〉

　● 3 期	23 巻（43-65 巻）［1996.10］4-7568-0094-7	 291,262円

43. 新選普通	漢語字引大全〈福井淳、明治17〉/雅俗漢語字引大全〈中田幹母、明治18〉　　44. 漢語いろは字典〈只木小五郎、明治 20〉　　45. 改正増

補	漢語新画引大全〈片岡賢三、明治 20〉/漢語	作文自在〈塩見文凖、明治 20〉/当今御布達字類〈鶴田真容、明治 21〉/広益	漢語伊呂波字引〈堀中徹蔵、

明治 22〉　　46. 漢語熟字典〈木戸照陽、明治 25〉/漢語活益字典〈清水常太郎、明治 25〉　　47. 漢語熟字解〈九鬼隆誠、明治 26〉/万民宝典	漢語作文

字引大全〈梅の家薫、明治 26〉/漢語字典大全〈甲斐山久三郎、明治 27〉/改訂音訓	新選漢語字引〈棚橋広、明治 27〉　　48. 新撰歴史字典〈大田才次郎、

明治 27〉　　49. 漢語字類	作文いろは字引大成〈井上勝五郎、明治 27〉/漢語字解	作文いろは字引大全〈近藤延之、明治 28〉/明治漢語字典〈岡野英太

郎、明治 29〉　　50. 新定	漢語字典〈岡野英太郎、明治32〉51. 故事熟語字典〈藤堂卓、明治33〉/新編	熟語辞典〈内海以直、明治33〉/いろは引	漢語

新字典〈錦耕堂編輯所、明治39〉　　52-54. 漢語故諺	熟語大辞林〈山田武太郎、明治34〉　　55-57. 新編漢語辞林〈山田武太郎、明治37〉　　58,59. 漢

語字彙〈久保得二、明治37〉　　60,61. 作文新辞典〈中村巷、明治39〉　　62. 砲術	訳名字類〈慶応 2〉/訳書字類〈慶応 3〉/漢語都々一	二編〈明治3〉

/未味字解	漢語都々逸	五編〈明治3〉和訓漢語弁〈明治4〉/布令必携	新聞字引〈明治 5〉　　63. 外史訳語	上・下〈大森惟中・庄原和同、明治 7〉　　

64. 輿地誌略字解〈西野古海、明治 8〉/歴史字引〈東条保、明治 9〉/名乗相性附	日本外史国史略字類〈安井歓之助、明治 9〉　　65. 雅俗漢語訳解	巻上・

巻下〈市川清流、明治11〉

　● 4 期　別巻1-3［1997.3］4-7568-0373-3　　58,252円

別巻1. 布令日誌必用	掌中	早字引集〈明治3〉/御布告往来	初～五編〈橘慎一郎、明治7-8〉/掌中	漢語早引〈橋爪貫一、明治 6〉　　別巻 2.漢語	手紙

早引集〈松井惟利、明治 7〉/雅俗作文自在引	上・下〈宇喜多小十郎、明治10〉/通言漢語引〈和田定節、明治12〉/大全漢語字引〈大草常章、明治 23〉

別巻 3. 解説、書名索引・編著者名索引、漢語辞書四種総合索引（新令字解/漢語字類 /必携熟字集 /新編漢語辞林）/「新編漢語辞林」親字索引）

古辞書研究資料叢刊　全31巻　木村晟編［1995-97］A5 判（全4回配本）　　328,943円

■中世～近世の貴重な古辞書を収録。影印あるいは翻字、対照校異、和訓・見出し語索引などを付す。

　●1回　9巻（1-3,5,7-10,13 巻）［1995.11］4-283-00316-6　　92,233円

1.	聚分韻略（刊本）＊典拠資料（漢文注）〈南北朝後期〉670頁　4-7568-0098-X　15,534円

2.	平他字類抄（写本）＊影印〈江戸前期〉／文鳳抄・巻十「秘抄」（写本）＊翻字・和訓及び漢字索引〈弘安1・鎌倉末期〉380頁　4-7568-0099-8　9,223円

3.	色葉字平它（写本）＊翻字・和訓索引〈室町後期〉／色葉集（写本）＊翻字・和訓索引〈天正16〉／伊露葩字（写本）　＊翻字・和訓索引〈室町後期〉

	 500頁　4-7568-0100-5　12,621円

5.	和訓押韻（写本）＊三本対照校異〈室町末期～江戸前期〉／韻字記（写本）＊翻字〈江戸前期〉／漢和三五韻（刊本）　＊翻字〈貞享 3〉400頁

	 4-7568-0102-1　9,709円

7.	 法花文句難字書（写本）＊影印・翻字・和訓索引〈室町末期〉／法華経文字声韻音訓篇集（刊本）＊影印〈慶長18〉　400頁　4-7568-0104-8　9,709円

8.	新撰類聚往来（刊本）＊影印・翻字〈慶安1〉／延命字学集（刊本）＊翻字・影印・和訓索引〈元禄 12〉440頁　4-7568-0105-6　10,680円

9.	節用残簡（写本）＊翻字・和訓索引〈室町後期〉／快言抄（写本）＊影印〈大永4〉280頁　4-7568-0106-4　9,223円

10.	雅言俗語俳諧翌檜（刊本）＊翻字・和訓索引・対照表〈安永8〉310頁　4-7568-0107-2　7,767円

13.	日本一鑑「寄語」（刊本）＊翻字・典拠資料対照〈中国明代(1565頃）〉／方言類釈（刊本）＊翻字〈韓国正祖 2(1778 頃）〉240頁　4-7568-0110-2　7,767円

　● 2 回　4巻（4,6,11,12 巻）［1996.6］4-283-00317-4　　36,894円

4.	新韻集（写本）＊翻字・和訓索引〈万里集九撰〉440頁　4-7568-0101-3　10,680円

6.	和漢新撰下学集（刊本）＊影印・見出し語索引〈正徳 4〉380頁　4-7568-0103-X　10,680円

11.	仮名文字遣（写本）＊影印・翻字・和訓索引〈天正6〉／仮名文字遣（刊本）＊影印・和訓索引〈元禄 11〉450頁　4-7568-0108-0　7,767円

こ
と
ば



30 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

12.	運歩色葉集（写本）＊影印・和訓索引〈天正15〉410頁　4-7568-0109-9　7,767円

　● 3 回　7巻（14-20 巻）［1996.11］4-283-00318-2　　72,816円

14.	幼学指南抄（写本）＊翻字〈院政時代末期〉290頁　4-7568-0322-9　7,767円

15.	類字源語抄（写本）＊影印・見出し語索引〈元禄 6〉／続源語類字抄（写本）＊影印・見出し語索引〈慶安4〉460頁　4-7568-0323-7　10,680円

16.	古節用篇［和名集］（写本）＊翻字・和訓索引〈室町時代後期〉／北野天満宮蔵佚名古辞書（写本）　＊翻字〈室町時代後期〉300頁　4-7568-0324-5

	 9,709円

17. 万葉類葉抄上（写本）＊影印〈江戸時代中期〉570頁　4-7568-0325-3　13,592 円　　18. 万葉類葉抄中（写本）＊影印〈江戸時代中期〉440頁　

4-7568-0326-1　11,650円　　19. 万葉類葉抄下（写本）＊影印〈江戸時代中期〉590頁　4-7568-0327-X　ll,650円

20.	連歌至宝抄（写本）＊影印・翻字・要語索引〈江戸初期〉290頁　4-7568-0328-8　7,767円

　● 4 回　11巻（21-31巻）［1997.9］4-283-00319-0　　127,000円

21.	要略字類抄（写本の転写本）＊影印・翻字・和訓索引〈江戸時代中期〉670頁　4-7568-0661-9　16,000円

22.	略韻（写本）＊影印・字音仮名索引〈室町時代中期〉290頁　4-7568-0662-7　8,000円

23.	童蒙頌韻（写本）＊三本対照校異・翻字〈鎌倉・室町時代〉／伊呂波韻（刊本）＊翻字〈寛永11〉320頁　4-7568-0663-5　8,000円

24.	和語略韻（刊本）＊影印・要語索引〈元禄 11〉480頁　4-7568-0664-3　14,000円

25.	和歌初学抄（写本の転写本）＊翻字・要語索引〈弘長 2〉300頁　4-7568-0665-1　9,000円

26.	八雲御抄＊影印・翻字〈無刊記〉380頁　4-7568-0666-X　11,000円

27. 藻塩草上（写本）＊影印〈慶長頃〉450頁　4-7568-0667-8　13,000円　　28. 藻塩草中（写本）＊影印〈慶長頃〉500頁　4-7568-0668-6　14,000円

29.	藻塩草下（写本）＊影印〈慶長頃〉440頁　4-7568-0669-4　13,000円

30.	国籍類書字書（写本）＊影印・和訓索引〈寛永3〉／字書（名彙）（写本）＊翻字〈江戸時代後期〉260頁　4-7568-0670-2　7,000円

31.	詞葉新雅（刊本）＊影印・翻字・雅言索引〈寛政4〉490頁　4-7568-0671-6　14,000円

近代用語の辞典集成　全41巻・別巻1　松井栄一・曾根博義・大屋幸世監修［1994-96］B6・A5 判（全4回配本）　　398,059円

■国語辞典に載っていない新語・流行語の宝庫。言語・文学・ジャーナリズム・風俗研究必携。大正・昭和初期のものを集める。

　●1期［新語辞典・流行語辞典］　9巻（1-9 巻）［1994.11］4-87236-932-7　　97,089円

1. 現代新語辞典〈時代研究会、大正8〉310頁　4-7568-0034-3　5,825円　　2. 訂正増補	新らしい言葉の字引〈服部嘉香・植原路郎、大正8〉550頁　

4-7568-0035-1　9,709円　　3. 大増補改版	新しい言葉の字引〈服部嘉香・植原路郎、大正14〉860頁　4-7568-0036-X　14,563円　　4. 模範	新語通語	

大辞典〈上田景二、大正8〉420頁　4-7568-0037-8　7,282円　　5. 現代日用	新語辞典〈小林鶯里、大正9〉390頁　4-7568-0038-6　7,282円　　6. 新

しき用語の泉〈小林花眠、大正 11〉1410頁　4-7568-0039-4　22,330 円　　7. 英語から生れた	新しい現代語辞典〈上田由太郎、大正 14〉480頁　

4-7568-0040-8　7,767円　　8. 最新	現代用語辞典〈小山内薫監修・秋山湖風・太田柏露、大正14〉400頁　4-7568-0041-6　7,282円　　9.音引正解	近

代新用語辞典〈竹野長次郎監修・田中信澄、昭和 3〉860頁　4-7568-0042-4　15,049円

　● 2 期［新語辞典・流行語辞典］　10 巻（10-19 巻）［1995.4］4-7568-0030-0　　97,086円

10. 新しい時代語の字引〈実業之日本社出版部、昭和 3〉430頁　4-7568-0043-2　7,767円　　11. 時勢に後れぬ	新時代用語辞典〈長岡規矩雄、昭和 5〉

880頁　4-7568-0044-0　14,563円　　12.モダン辞典〈モダン辞典編輯所、昭和 5〉360頁　4-7568-0045-9　6,311円　　13.モダン用語辞典〈喜多壮一

郎監修・麹町幸二、昭和 5〉580頁　4-7568-0046-7　10,194円　　14. アルス	新語辞典〈桃井鶴夫、昭和 5〉270頁　4-7568-0047-5　4,854円　　15. 現

代新語辞典(「現代」第12 巻第1号付録 )〈現代編輯局、昭和 6〉530頁　4-7568-0048-3　9,223円　　16.尖端語百科辞典〈早坂二郎・松本悟朗、昭和 6〉

570頁　4-7568-0049-1　8,738円　　17. これ一つで何でも分る　現代新語集成〈小山湖南、昭和 6〉690頁　4-7568-0050-5　11,650円　　18.ウルトラ	

モダン辞典(1931年版 )〈酒尾達人、昭和 6〉530頁　4-7568-0051-3　9,223円　　19.モダン語	漫画	辞典〈中山由五郎、昭和 6〉820頁　4-7568-0052-1

14,563円

　● 3 期［新語辞典・流行語辞典・外来語辞典・文芸用語辞典］10 巻（20-29 巻）［1995.9］4-7568-0031-9　　97,087円

20.分類式	モダン新用語辞典〈小島徳弥、昭和 6〉850頁　4-7568-0053-X　15,049円　　21. 社会	ユーモア・モダン語辞典〈社会ユーモア研究会、昭和 7〉

430頁　4-7568-0054-8　8,252円　　22.モダン語辞典〈鵜沼直、昭和 7〉230頁　4-7568-0055-6　4,854円　　23. 常用	モダン語辞典〈伊藤晃二、昭和 8〉

1230頁　4-7568-0056-4　21,359円　　24.日用	舶来語便覧〈棚橋一郎・鈴木誠一、明治45〉390頁　4-7568-0057-2　7,282円　　25. 外来語辞典〈勝

屋英造、大正3〉440頁　4-7568-0058-0　8,252円　　26. 文学新語小辞典〈生田長江、大正 2〉250頁　4-7568-0059-9　4,854円　　27. 新文学辞典〈生

田長江・森田草平・加藤朝鳥、大正 7〉400頁　4-7568-0060-2　7,282円　　28. 新文芸辞典〈菊池寛、昭和 7〉220頁　4-7568-0061-0　4,854円　　

29. 文芸大辞典〈菊池寛校閲・斎藤竜太郎、昭和 3〉860頁　4-7568-0062-9　15,049円

　● 4 期［社会思想用語辞典・新聞語辞典・隠語辞典ほか・別巻］　12 巻（30-41巻）・別巻1［1996.2］　4-7568-0032-7　　106,797円

30. 改訂	プロレタリア辞典〈共生閣編輯部、昭和 5〉500頁　4-7568-0063-7　8,738円　　31. プロレタリア文芸辞典〈山田清三郎・川口浩、昭和 5〉450頁

4-7568-0064-5　7,767円　　32. プロレタリア科学辞典〈山洞書院編輯部、昭和 6〉580頁　4-7568-0065-3　9,709円　　33. 新特高辞典〈横溝光暉、昭

和 6〉440頁　4-7568-0066-1　7,767円　　34. 最新	百科社会語辞典〈改造社出版部、昭和 7〉380頁　4-7568-0067-X　8,738円　　35. 再増補十一版

新聞語辞典〈竹内猷郎、大正9〉340頁　4-7568-0068-8　5,825円　　36. 新聞新語辞典(1933 年版）〈大西林五郎、昭和 8〉420頁　4-7568-0069-6

7,767円　　37. 新聞語辞典〈千葉亀雄、昭和 8〉430頁　4-7568-0069-X　7,767円　　38. 東京語辞典／秘密辞典〈小峰大羽／自笑軒主人、大正6・9〉

680頁　4-7568-0071-8　7,767円　　39. 通人語辞典〈勝屋英造、大正11〉690頁　4-7568-0072-6　10,680円　　40. かくし言葉の字引〈藤村作校閲・宮

本光玄、昭和 4〉470頁　4-7568-0073-4　8,252円　　41. 新かくし言葉辞典〈津田異根、昭和 5〉370頁　4-7568-0074-2　6,311円　　別巻「新語辞典

の研究と解題」（松井・曾根・大屋著）330頁　4-7568-0033-5　9,709円

ことわざ研究資料集成　全 22 巻・別巻1　北村孝一・時田昌瑞監修／ことわざ研究会編　［1994］A5 判（全 2回配本）　　213,592円

■ことわざは民俗・社会の深層に迫る貴重な資料。言語学・国語学・民俗学・文化人類学・歴史・社会学・法学・心理学・文学・気象…あらゆる分野に必須。

明治期を中心に俚諺資料を集成。

　●1期	11巻（1-11巻）［1994.4］4-87236-899-1	 106,796円

1.世言考〈長屋鐘太郎、明治 25〉　　2. 俚諺通解〈高宮感斎、明治32〉　　3. 処世要訣	規箴〈錦織学堂、明治32〉　　4.世諺叢談〈衣笠宗元、明治33〉　

5. 俗諺辞林〈干河岸貫一、明治34〉　　6. 俗諺論〈藤井乙男、明治39〉　　7.日本俚諺大全〈馬角斎、明治41〉　　8. 俚言集〈長野県、明治31〉/筑豊気象

俚諺〈福岡一等測候所、明治43〉　　9. 俚諺調〈岩手県、明治38頃〉　　10. 和漢洋諺〈里見法爾、明治18〉/英和対訳	泰西俚諺集〈ヘンリー・ボーン、

明治 21〉　　11. 万国共通　ことわざ集〈神田雄二郎、大正5〉

　● 2 期	12 巻（12-22 巻）・別巻［1994.11］4-87236-929-7	 106,796円

12. 小学用	西諺以呂波譬〈小林鉀三郎、明治14〉/西諺参照	ことわさ〈泉本宗三郎、明治 22〉/いろは短歌	教育はなし〈川田孝吉、明治 23〉/新選俚諺

集〈松村桑蔭、明治34〉　　13.分類一覧	俚諺全書〈熊代彦太郎、明治40〉　　14. 西哲格言鈔〈内藤伝右衛門、明治12〉/和漢泰西	金言集〈菫花園主人、

明治 23〉　　15. 和漢泰西	俚諺集〈董花園主人、明治 23〉/西洋諺喩	一語千金〈存厓居士、明治 21〉　　16. 英和和英	諺語辞典〈浅田栄次、大正3〉　

17. 性的俚諺辞典〈向山繁、昭和 3〉/俚諺読本〈細川謙二、昭和11〉　　18. 地方のことわざ（天気予考古諺俚語〈島根県、明治17-18〉/南総の俚俗〈内田

邦彦、大正4〉/八重山の俚諺〈宮良当壮、大正13〉/農業俚諺考〈小野武夫、大正15〉/壱岐国テェモン集〈山口麻太郎、昭和 3,5〉/福島県の俚諺〈福

島県師範学校、昭和 7〉/土佐俚諺集〈高知県女子師範学校郷土室、昭和10〉/播州矢野地方の諺〈高田十郎、昭和10〉）　　19. 江戸期補遺(1)（和漢故

事要言・全 5〈青木鷺水、宝永 2〉/国字分類	諺語〈椎園、天保頃〉/たとへ草〈星野徳祐、天保15〉）　　20. 江戸期補遺(2)（心学俗語〈小林高英、文化



31※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

14〉/ 画本道の手引・全 2〈思恩堂非得、文政 6〉/世話詞渡世雀・全 3〈窓梅軒可耕、宝暦 3〉/笑謡〈明治31〉）　　21. 江戸期補遺(3)（軽筆鳥羽車〈享

保 5〉/諺画苑〈鍬形蕙斎、文化 5〉/狂斎百図手控〈河鍋暁斎、文久4頃〉）　　22. 論文編（俚諺論〈大西祝、明治30〉/日本古代の俚諺〈武笠三、明治

31〉/宗教に関する俗諺に就き〈大谷正信、明治31〉/狂言記に見えたる諺〈芳賀矢一、明治33〉/狂言記に見えたる諺補遺〈武笠三、明治33〉/院本に

見えたる諺〈堀田治郎、明治34〉/諺説〈幸田露伴、明治36〉/諺に就いて〈虎石恵実、明治37〉/日本の仏教的俚諺〈小泉八雲、明治39〉/東西伊呂波

短歌評釈〈幸田露伴、明治42〉/諺の教育的研究〈谷本富、大正 2〉/俚諺研究〈貝塚渋六、大正4〉/諺に現はれたる女性観とその思想的根拠〈高島米峰、

大正 15〉/性及性病に関する俚諺俚語並に艶語1-5〈菅竹浦、昭和 3-4〉/いろは譬喩〈モラエス、昭和11〉/俚諺と俗信との関係〈柳田国男、昭和 7〉/

西鶴と諺〈国分保、昭和10〉/諺にあらはれたる親と子〈鈴木重雄、昭和10〉/自架収蔵	俚諺・金言・格言	其他類本	書目〈菅竹浦、昭和11〉/世俗諺文

攷〈吉田幸一、昭和13〉/大津絵と諺〈仲田勝之助、昭和16〉）　　別巻（解説）

続 ことわざ研究資料集成　全 19 巻・別巻1　北村孝一・時田昌瑞監修／ことわざ研究会編　［1996］A5 判（全 2回配本）　　184,466円

■『俚諺資料集成』『ことわざ研究資料集成』にもれた重要資料を増補。特に外国語との関係を重視し、朝鮮・中国・台湾、英米、ヨーロッパ、ロシアのこ

とわざ資料も収録、比較文化史・言語史に必備の文献とする。

　●1期	10 巻（1-10 巻）［1996.4］4-7568-0217-6　　92,233円

1.世話類聚〈海汀疑木軒、貞享年間〉/五十一諺〈平元正信、宝暦 3〉/諺叢〈東岳外史、弘化 2〉　　2. 諺合鏡〈小梅散人五息斎、安永8〉　　3. 童蒙世

諺和解集〈後露月庵、文久 2〉　　4. 尾張俗諺〈寛斎他、寛延 2〉/いらぬことわざ〈石井縄斎、幕末頃〉/世俗俚諺集〈不明、幕末頃〉　　5. 和漢泰西	こ

とわざ草〈董花園主人、明治 25〉/立志成功　豆格言〈皓々園主人、明治38〉　　6. 俚諺通解〈久原茂、明治42〉　　7. 趣味常識	俚諺と世相〈伏見韶望、

昭和15〉/Japanese	Proverbs〈Otto	Huzii、昭和15〉　　8. 和諺英訳集〈元田作之進、明治34〉/英和対訳	西洋古語格言〈越山平三郎、明治34〉　　9. 和

漢英文	諺海〈内田鉄三郎、明治35〉　　10.Japanese	Proverbs	and	Proverbial	Phrases〈秋山愛三郎、昭和10〉

　● 2 期　10 巻（11-19 巻）・別巻［1996.9］4-7568-0218-4　　92,233円

11.分類対訳	英文警句俚諺集〈米本新次、昭和10〉　　12.A	Collection	of	Japanese	Proverbs	and	Sayings〈水上齊、昭和15〉　　13. 独逸俚諺詳解〈高

田善次郎、明治36〉/俚諺百話〈今井白郎、昭和 4〉　　14. 朝鮮俚諺集〈朝鮮総督府、大正15〉　　15. 北京官話	俗諺集解〈鈴江万太郎・下永憲次、昭和

10〉/支那常用俗諺集〈田島泰平・王石子、昭和16〉　　16.台湾俚諺集覧〈台湾総督府、大正3〉　　17. ろしあ俚諺集〈昇曙夢、大正9〉　　18. 心学	いろ

は戒〈小山駿亭、文政 8〉/日本いろはたとへ英訳〈近藤堅三、明治19〉/いろは諺新釈〈吉祥真雄、大正3〉　　19. 伊予の俚諺〈西園寺富永、昭和11〉　

別巻（解題）

節用集大系　全 100 巻　［1993-95］B5 判（全 5回配本）　　1,456,310円

■本大系は、室町から江戸・明治に至るまで、言語生活・庶民文化・出版文化研究の宝庫、国語国文学・日本教育史・風俗史・書誌学・近世史研究に不可

欠な基本資料。日本最大・最高のコレクションを誇る国立国会図書館亀田文庫から江戸刊本を中心に120点を精選。

　●1期　20 巻（1-20 巻）［1993.11］4-87236-851-7　　291,262円

［江戸時代前期、江戸以前］　　1. 節用集〈明応 5書〉　　2. 節用集〈慶長年間〉　　3. 節用集〈慶長16〉　　4. 二躰節用集〈寛永6〉　　5. 節用集〈寛永7〉

/二躰節用集〈寛永9〉　　6. 二体	節用集〈寛永12〉　　7. 真草二行節用集〈寛永15〉　　8. 真草二行節用集〈正保 3〉　　9. 真草二行節用集〈慶安 3〉/真

草二躰節用集〈慶安4〉　　10. 真草二行節用集〈慶安4/寛文4〉　　11. 真草二行節用集〈寛文 5〉　　12. 頭書増補二行節用集〈寛文10〉/二行節用集〈延

宝 2〉　　13,14.合類節用集〈延宝 8〉　　15,16. 新刊節用集大全〈延宝 8〉　　17. 翰墨節用〈延宝頃〉/ 頭書増補二行節用集〈貞享1〉　18. 頭書増補節用集

大全〈貞享2/貞享 4〉　　19,20. 広益二行節用集〈貞享 3〉

　● 2 期　20 巻（21-40 巻）［1994.4］4-87236-852-5　　291,262円

21. 鼇頭節用集〈貞享 5〉　　22. 頭書益節用集綱目〈元禄 3〉　　23. 頭書増補節用集大全〈元禄 7〉/ 頭書増字節用集大全〈元禄 10〉　　24. 頭書増補大成

節用集〈元禄 12〉/ 頭書増補節用集大全〈元禄 13〉

［江戸時代中期］　25.世話用文章〈宝永6〉/童子字尽安見〈正徳 6〉　　26. 男節用集如意宝珠大成〈享保1〉/大国花節用集珍開蔵〈享保 2〉　　27. 大益字

林節用不求人大成〈享保 2〉　　28. 満字節用書翰宝蔵〈享保15〉/大富節用福寿海〈享保18〉　　29. 悉皆世話字彙墨宝〈享保18〉　　30. 大広益節用集〈享

保頃〉/森羅万象要字海〈元文 5〉　　31.女節用集罌粟嚢家宝大成〈寛保 3〉/永代節用大全無尽蔵〈宝暦 2〉　　32. 袖宝節用集〈寛延 3〉/寺子節用錦袋

鑑〈寛延4〉　　33. 万世節用集広益大成〈宝暦 6〉/大節用文字宝鑑〈宝暦 6〉　　34. 袖中節用集〈宝暦 8〉　　35.女節用集文字嚢〈宝暦12〉/百万節用宝

来蔵〈明和 6〉　　36. 早引節用集〈明和 7〉　　37. 文翰節用通宝蔵〈明和 7〉/満字節用錦字選〈明和 8〉　　38. 早引節用集〈安永5〉　	39. 増補童子字尽〈安

永5〉/大広益字尽重宝記綱目〈天明1〉　	40. 万代節用字林蔵〈天明2〉

　● 3 期　20 巻（41-60 巻）［1994.10］4-87236-853-3　　291,262円

41. 大成正字通〈天明2〉　　42. 字典節用集〈寛政 3〉　　43.日本節用万歳蔵〈天明5〉　　44. 早考節用集〈天明5〉/節用集〈天明6〉　　45. 掌中節用急字

引〈寛政 6〉/早引節用集〈寛政 7〉　　46,47. 字貫節用集〈寛政 8〉　　48. 絵引節用集〈寛政 8〉　　49. 大福節用寿福海〈寛政11〉/字尽節用解〈寛政 11〉

50. 倭漢節用無双嚢〈寛政11〉

［江戸時代後期］　51. 万宝節用富貴蔵〈享和 2〉　　52. 長半仮名引節用集〈文化 1〉　　53,54. 字引大全〈文化 3〉　　55. 懐宝節用集綱目大全〈文化 9〉　

56. 早引節用集〈文化11〉　　57,58. 江戸大節用海内蔵〈文久3〉　　59. 字宝節用千金蔵〈文化15〉/文会節用大成〈文政 2〉　　60. 新撰正字通〈文政 5〉/

俳字節用集〈文政 6〉

　● 4 期　20 巻（61-80 巻）［1995.4］4-87236-854-1　　291,262円

61,62. 早字節用集〈文政 8〉　　63. 倭節用集悉改大全〈文政 9〉　　64,65. 大全早引節用集〈文政10〉　　66. 大宝節用集文林蔵〈文政13〉　　67. 懐宝節用

集〈天保7〉　　68. 増補訂正掌中要字選〈天保12〉/書状文字自在引〈天保13〉　69. 意見早引大善節用〈天保14〉/早引節用集〈天保14〉　　70. 数引節用

集〈天保15〉　　71. 数引節用集〈弘化 3〉/文字通〈弘化 4〉　　72. 嘉永早引節用集〈嘉永年間原板・安政 2〉/新いろは節用集大成〈嘉永 2〉　　73,74. 大

成無双節用集〈嘉永 2〉　	75,76. 大日本永代節用無尽蔵〈嘉永 2〉　	77,78. 万代節用集〈嘉永3〉　	79,80. 永代節用集〈嘉永〉

　● 5 期　20 巻（81-100 巻）［1995.10］4-87236-855-X　　291,262円

81,82. 和漢音釈書言字考節用集〈享保 2〉　　83. 早引節用集〈文久 2〉　　84,85. 大全早引節用集〈元治1〉

［明治期］　86,87. 増補再刻　大全早字引節用集〈明治 3〉　　88. 早字引集〈明治 3〉/伊呂波節用集〈明治年間〉　　89,90. 大全早引節用集〈明治 5〉　　

91,92. 新選以呂波字引大全〈明治11〉　　93. 開化節用集〈明治 8〉　　94. 雅俗節用集〈明治11〉　　95,96. 大全早引節用集〈明治13〉　　97. 譃字尽〈明治

16〉/いろは数引節用集〈明治 22〉　　98. 早引節用集大全〈明治 24〉　　99. 新撰日本節用〈明治 29〉　	 100. 広益節用集〈明治 23〉/明治いろは早引〈明

治42〉/武家節用集〈延宝 9〉

英米文学・英語学雑誌目次総覧　全3巻・別巻1　出来成訓監修［1994.12］B5 判 4-87236-933-5　　67,961円

■英語の研究の双璧、文学と語学の主要雑誌を網羅。

1. 英語文学〈1918.1-21.12〉/ 英文学研究〈1920.2-93.9〉/The	 Muse〈1925.10-31.1〉　　2. 亡洋〈1927.4-29.3〉/文芸研究〈1928.5-10〉/イギリス文学

〈1929.4-6〉/文芸新潮・文芸思潮〈1931.3-32.11〉/新英米文学〈1932.2-33.12〉/アルビオン〈1933.7-89.10〉/英文学風景〈1934.5,6〉/季刊英文学〈1948.5〉

/ 新英米文学〈1948.9〉/比較文学〈1958.4-93.3〉/アメリカ文学研究〈1964.10-93.2〉/へるん〈1965.9-93.6〉/日本イェイツ協会会報・イェイツ研究

〈1974.7-82.9・1993.1〉/Studies	 in	 Medieval	 English	 Language	 and	 Literature〈1986.12-91.6〉　　3. 外来語研究〈1932.10-38.1〉/ 英語学研究

〈1933.1-41.9〉/English〈1948.2-50.9〉/Anglica〈1950.11-68.3〉/英文法研究〈1957.5-61.3〉/英語表現研究〈1984.11-93.10〉/時事英語研究〈1971.9-91.8〉

/日本文体論学会会報・文体論研究〈1962.10-93.3〉/英学史研究〈1969.12-93.10〉/日本英語教育史研究〈1986.5-93.5〉

　別巻「英米文学・英語学雑誌目次総覧著者名索引」4-87236-934-3　　12,621円

こ
と
ば
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英語総合雑誌目次総覧　全 12 巻・別巻1　出来成訓監修［1992-93］B5 判（全 2回配本）　　216,504円

■明治以降、日本人の英語研究を牽引する大きな役割を果たした雑誌の目次を集録。ここには語学・文学・教養から海外の最新情報まで、英語を総合的に

学習・研究する雑誌として最も普及した著名なものを収める。

　●1回	6 巻（1-6 巻）［1992.10］4-87236-207-1　　101,941円

1.日本英学新誌〈1892.4-1901.4〉/英学新報〈1901.11-03.5〉/英文新誌〈1903.6-08.3〉/英語世界〈1907.4-18.12〉/英語之日本・英語の日本〈1908.1-17.10〉

2.中外英字新聞研究録・中外英字新聞・中外英字・中外英語〈1894.12-1923.7〉　　3. 初等英語研究・英語研究〈1908.1-44.3〉　　4. 英語研究〈1948-75.3〉

5.Current	of	the	World〈1924.1-61.9〉　　6.Business	English	and	Correspondence・商業英語・貿易語研究・Business	English〈1933.4-84.1〉

　● 2 回	6 巻（7-12 巻）［1993.7］4-87236-299-3　　95,146円

7-10.青年〈1889.4-1903.12〉、英語青年〈1904.1-1993.3〉　　11,12. 時事英語研究〈1945.11-1993.3〉

　別巻「英語総合雑誌目次総覧著者名索引」　19,417円

増補 俚言集覧　全3巻　太田全斎編、井上頼圀・近藤瓶城増補〈明治32〉［1990.6］A5 判　4-87236-132-6　　43,689円

皇国俚諺叢　松本真弦〈明治34〉［1990.6］A5 判　4-87236-133-4　　12,621円

俚諺辞典　熊代彦太郎〈明治39〉［1990.6］A5 判　4-87236-134-2　　13,592円

貴重本諺集　北村孝一解題［1990.6］A5 判　4-87236-135-0　　7,767円

■西洋諺草〈岩見鑑造、明治10〉／古今俚諺類聚〈岡本経朝、明治 26〉／日本諺語俚語及文句小集〈黒野義文、1894〉

教会スラヴ語ロシア語辞典　全4巻（2分冊）　［1989.2］A4 変型　4-87236-053-2　　75,000円

■〈帝室アカデミー第2部会、1847 初版〉。規範的詳解辞典の最高峰。114,749 語収録。

俚諺資料集成　全 12 巻　金子武雄監修／ことわざ研究会編［1986.6］A5 判　4-87236-020-6　　150,000円

■ことわざは万人の知恵・一人の機知。世俗諺文（源為憲）から江戸・明治の主要な諺関連資料28点を集め、ことわざ書誌・日本のことわざ概論を付す。

1.世俗諺文〈源為憲〉/管蠡抄〈菅原為長〉/北条氏直時分諺留〈不詳〉/毛吹草〈松江重頼〉/世話尽(世話焼草)〈皆虚〉/世話支那草〈松浦某〉/野語

述説〈松井精〉　　2. 漢語大和故事〈蔀遊燕〉/世話重宝記（俗語故事談）〈不詳〉/諺草〈貝原好古〉/和漢古諺〈貝原益軒〉　　3. 本朝俚諺〈井沢長秀〉4. 類

聚世話百川合海〈恵海〉/諺苑〈太田全斎〉/皇朝古諺〈不詳〉/諺百種談〈無形庵〉/浅瀬のしるべ〈藤井高尚〉　　5.世諺拾遺〈菊簾舎巨川〉/絵本譬喩

節〈喜多川歌麿〉/三教童喩〈思恩堂非得〉/有喜世諺草〈十返舎一九〉/諺百人一首〈勝野正満、明治19〉　　6. 増補	俚言集覧	上〈太田全斎、明治32〉7. 増

補	俚言集覧	中〈太田全斎、明治 32〉　　8. 増補	俚言集覧	下〈太田全斎、明治 33〉/俚言集覧引書目録　　9. 皇国俚諺叢〈松本真弦、明治 34〉　　

10. 俚諺辞典〈熊代彦太郎、明治39〉　　11. 西洋諺草〈岩見鑑造訳、明治10〉/古今俚諺類聚〈岡本経朝、明治 26〉/日本諺語俚語及文句小集〈黒野義文、

明治 27〉　12. 研究（日本のことわざ概論〈金子武雄〉/俚諺論〈大西祝〉/俚諺の収集について〈船尾栄太郎〉/書誌）

雄弁学講座　全3巻　［1983.4］〔大空社発売〕A5 判　4-87236-131-8　　19,417円

■〈雄弁学会編、成光館出版部、昭和 6〉。尾崎行雄・鶴見祐輔・賀川豊彦・安部磯雄・下田歌子ほか。

❖　〈近現代〉新聞資料　❖

新聞号外で見る戦後　歴史教育者協議会編［2005.9］A4 判 40頁　4-283-00439-1　　3,000円

■歴史をより身近な出来事として伝える新聞号外は歴史・社会教材として最適。実物複製16 枚。

新聞広告美術大系　全 17巻　羽島知之編［1999-2007］B4 判　　436,000円

■時代の心情、トレンド、風俗・世相、人々の生活を浮き彫りにする広告は、社会・経済・産業、マスコミ、ことば、美術など、あらゆる分野から研究の対

象になり得る。業種別に分類。

　［明治編］　5巻（1-5 巻）［1999.2］4-283-00052-3　　100,000円

1. 医薬・化粧品　4-283-00047-7　33,000円　　2. 飲食・嗜好品　4-283-00048-5　15,000円　　3. 衣料品・雑貨　4-283-00049-3　15,000円　　4. 出版・

趣味娯楽　4-283-00050-7　22,000円　　5. 金融・交通・その他　4-283-00051-5　15,000円

　［大正編］　5巻（6-10 巻）［2003.5］4-283-00058-2　　125,000円

6. 医薬・化粧品　4-283-00053-1　30,000円　　7. 飲食・嗜好品　4-283-00054-X　20,000円　　8. 衣料品・雑貨　4-283-00055-8　20,000円　　9. 出版・

趣味娯楽　4-283-00056-6　30,000円　　10. 金融・交通・その他　4-283-00057-4　25,000円

　［昭和戦前期編（昭和元 -10）］　3巻（11-13 巻）［2006.5］4-283-00062-0　　92,000円

11. 医薬・化粧品　4-283-00059-0　28,000円　　12. 飲食・嗜好品・衣料品・雑貨　4-283-00060-4　32,000円　　13. 出版・趣味娯楽・金融・交通・そ

の他　4-283-00061-2　32,000円

　［昭和戦時下編（昭和11-20）］　4巻（14-17巻）［2007.4］978-4-283-00514-3　　119,000円

14. 医薬・化粧品　978-4-283-00510-5　36,000円　　15. 飲食・嗜好品・衣料品・雑貨　978-4-283-00511-2　29,000円　　16. 出版・趣味娯楽　978-4-

283-00512-9　34,000円　　17. 金融・交通・その他　978-4-283-00513-6　20,000円

The New York Times（ニューヨークタイムズ）フロントページ 1896 ～ 1996　［1997.7］A3 判 420頁4-7568-0436-5　　10,000円

■「ニューヨークタイムズ」一面トップ記事をそのまま複刻。20世紀、世界を揺るがした大事件、歴史が生の衝撃で迫る。見出し邦訳付き。

『号外』シリーズ　全 12 巻　羽島知之編［1995-97］A3 判　　234,756円

■新聞号外130 年間から、時代の空気を伝え、歴史の本質に迫る鮮烈・迫力の4,500点を精選。

　『号外』明治史（1868-1912）全 3巻［1997.2］4-7568-0372-5　58,252円	 『号外』大正史（1912-26）［1997.7］4-7568-0566-3　20,000円

　『号外』昭和史（1926-35）全 3巻［1996.4］4-7568-0216-8　58,252円	 『号外』昭和史（1936-45）全 2巻［1997.8］4-7568-0569-8　40,000円

　『号外』戦後史（1945-95）全 3巻［1995.7］4-87236-999-8　58,252円

〈新聞集成〉
新聞集成 ドキュメント日米安保　全 6 巻　渡辺治監修［1996］A4 判（全 2回配本）　　93,204円

■成立からの新聞記事集成。

　●1期　3巻(1950-1960.6)［1996.8］4-7568-0301-6　46,602円　　● 2 期　3巻(1960.7-1995）［1996.12］4-7568-0088-2　46,602円

新聞集成 老人問題　全 2巻　小笠原祐次監修［1994.9］A4 判　4-87236-920-3　　38,835円

■昭和 26-平成元年の関係記事1200点厳選。

新聞集成 北方領土　全 2巻　戸丸廣安監修［1993.4］A4 判 620頁　4-87236-279-9　　38,835円

■1947-1992の関係記事 900点厳選。
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新聞集成〈シリーズその日の新聞〉　関東大震災　全 2巻　新聞資料ライブラリー監修　［1992.8］A3 判　4-87236-249-7　　34,951円

■地震発生の大正12.9.1から戒厳令撤廃の11.16まで全国新聞37の記事を複刻集成。被害状況・社会混乱から中央紙復興にいたる動向が手に取るよう

にわかる歴史的教訓に満ちた資料。

新聞集成 図書館　全4巻　石井敦監修［1992］A4 判（全 2回配本）　　58,252円

■明治3-昭和 63年の300 紙（中央紙・全国地方紙、樺太・台湾・満洲等を含む）から2500点の図書館関係記事を複刻収録。

　●1回	明治編	上・下	2巻［1992.9］4-87236-245-4　29,126円　　● 2 回	大正・昭和戦前編・昭和戦後編	2巻［1992.11］4-87236-246-2　29,126円

新聞集成 総選挙　全 2巻　石川真澄監修［1991.9］A4 判　4-87236-176-8　　19,417円

■昭和 3-61年の関係記事1000点厳選。

新聞集成〈シリーズその日の新聞〉　太平洋戦争開戦の日・終戦の日　［1991.7］A3 判 440頁　4-87236-175-X　　9,709円

■昭和16.12.8と昭和 20.8.15。全国の新聞35 社の両日（各前後3日間）を複刻集成。貴重な外地邦字 4 紙、詔書収録の官報、世界7カ国の太平洋戦

争報道記事を日本語訳で収録。

新聞集成 ベトナム戦争　全 2巻　吉沢南監修［1990.9］A4 判 1200頁　（上	4-87236-146-6	/	下	4-87236-147-4）　　19,417円

■昭和 20-50 年の関係記事1200点厳選。

新聞集成 日の丸・君が代　繁下和雄監修／吹浦忠正解説［1989.8］A4 判 530頁　4-87236-068-0　　9,709円

■1945.12-1989 春掲載の関係記事 600点厳選。

カストリ新聞 昭和二十年代の世相と社会　新聞資料ライブラリー（代表・羽島知之）監修［1995］タブロイド判 420頁　4-7568-0081-5　　9,709円

■敗戦後の世相・社会・風俗を反映する54 新聞から精選。当時の庶民生活を知る貴重文献。稀少。

戦時版新聞　全3巻　［1993.8］タブロイド判　4-87236-845-2　　48,544円

■〈毎日新聞戦時版、1号昭和19.3.1-359 号 20.3.31〉。戦争末期にこんな新聞が出ていた。工場、鉱山、農山漁村で働く人 を々対象とした編集。戦時期の

空白を埋め、社会情勢を実態的に捉える稀有の史料。

『三重新聞』考　朝倉治彦編著［1993.3］A5 判 140頁　4-87236-276-4　　6,311円

■木版新聞〈明治 5-6〉の影印と解説。

新聞総覧　全33 巻　北根豊監修［1991-95］A5 判（全 7回配本）　　792,223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）［1991.11］4-87236-181-4　131,068円	 ● 2 回	5 巻（大正6-10 年版）［1992.5］4-87236-182-2　124,272円

　● 3 回	4 巻（大正 11-14 年版）［1993.1］4-87236-183-0　116,505円	 ● 4 回	4 巻（大正 15- 昭和 4年版）［1993.10］4-87236-184-9　111,650円

　● 5 回	4 巻（昭和 5-8年版）［1994.2］4-87236-185-7　96,117円	 ● 6 回	5 巻（昭和 9-13 年版）［1994.10］4-87236-186-5　116,505円

　●7回	5 巻（昭和14-18 年版）［1995.5］4-7568-0002-5　96,117円

東京ニュース　［1990.3］B4 判　4-87236-125-3　　29,126円

■〈南馬来軍「レンガム」指令所参謀部「ニュース」班 =編、昭和 21.6.23-22.8.28〉。敗戦後、南マレーに抑留され日本の軍隊が作った新聞全 106号。新憲

法、天皇、占領政策など、本国で報道できなかったことも記される。

北海道大学新聞　全4巻　八木橋貢監修［1989.4］B4 変型　4-87236-084-2　　85,000円

■〈創刊号・大正15-475号・昭和 35〉昭和という時代の戦前戦後を北海道という地域性に立脚し、学生の若 し々い立場から刊行しつづけた新聞。精彩に満

ちた紙面から溢れる北大気質と大いなる郷愁。

❖　〈近現代〉社会・政治・経済　❖

〈実録〉 幕末・明治・大正の八十年　全 5巻　東洋文化協会原著［2015.12］B4 判 1250頁　978-4-283-01320-9　　80,000円

■明治維新から150 年を目前に、黒船来航から維新を経て明治・大正まで、160 年前から80 年間の激変する日本を一気に鳥瞰。迫真・躍動の稀覯写真で

辿る！〈『幕末・明治・大正回顧八十年史』全 24輯、東洋文化協会、昭和 8～10〉。	 【〈大空社出版〉2017.11再刊】

1. 嘉永6～慶応 2年（1853～1866）　　2. 慶応 3～明治 29 年（1867～1896）　　3. 明治30～明治 45年（1897～1912）　　4. 大正元～大正15年（1912～

1926）　　5. 総集資料編　名士遺筆・年表・資料

原典・日本国憲法　大空社編集［2015.7］A4 判 60頁　978-4-283-01316-2　　926円

■こんな時代、今だから読む。国立公文書館所蔵の公布原本（冒頭 4頁カラー）と全文掲載の「官報号外」（昭21.11.3）を併せて複刻収録。

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［2014.2］

■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。　　A4 判 236頁　978-4-283-00650-8　5,619円

写真記録  100 年前の世界　全 12 巻　　内藤民治編著［2013.11-14.5］A5 判（全 2回配本）978-4-283-00646-1　150,000円

■１世紀前の赤裸々な世界の実像が眼前に展開！　同時代の世界を横断的に捉えた驚嘆の記録。写真 765点それぞれに英文・邦文解説付き。〈『世界実観』

全 12 巻、日本風俗図絵刊行会、大正4・5〉を改題し、新たに全巻総目次と目次索引を各巻に収載。　（１巻平均 300頁・各巻12,500円）

　●1回　6 巻（1-6 巻）［2013.11］978-4-283-00644-7　　75,000円

1.ドイツ　978-4-283-01170-0　　2. フランス　978-4-283-01171-7　　3. イギリス・スイス　978-4-283-01172-4　　4. イタリア　978-4-283-01173-1

5.ロシア　978-4-283-01174-8　　6. ベルギー・オランダ　978-4-283-01175-5

　● 2 回　6 巻（7-12 巻）［2014.5］978-4-283-00645-4　　75,000円

7. オーストリア=ハンガリー帝国・スペイン　978-4-283-01176-2　　8. アメリカ合衆国　978-4-283-01177-9　　9. カナダ・ラテンアメリカ　978-4-283-

01178-6　　10. スウェーデン・ノルウェー・デンマーク・バルカン半島　978-4-283-01179-3　　11. インド・南洋・エジプト　978-4-283-01180-9　　12.中国・

タイ　978-4-283-01181-6

安全活動の源流 内田嘉吉『安全第一』を読む　「安全第一」に学ぶ会編集　［2013.10］（絶版）

■〈内田嘉吉『安全第一』大正6（底本は大正8・十一版）〉「安全第一」が日本に根づいたさきがけ。百年前のこの本から始まった！現代表記・新組。解説・

内田嘉吉年譜・参考文献付き。　新書判　978-4-283-00799-4　1,000円
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個人と組織のリスクセンスを鍛える「LCB 式組織の健康診断」法の活用〈Web リスクセンス検定公式テキスト〉　リスクセンス研究会編著［2011.10］（絶版）

■個人の知識力、判断力、遂行能力を育成し、同時に、「組織の健全度」を診断し、その改善策をも示唆する、日本初、唯一無比の画期的検定の公式テキ

スト。　B5 判　978-4-283-00699-7　2,000円

戦後アメリカ大統領事典　藤本一美著者代表［2009.2］A5 判 560頁　978-4-283-00623-2　　19,000円

■ルーズベルトからオバマまで、1945～ 2009 年13 名の大統領の「人間性」が見えてくるユニーク事典。生い立ちから経歴・業績、代表的演説（英語と邦訳）

などを詳述（写真 280点）。人名に生没年月日付き。関連資料充実。

全国テレビドキュメンタリー　田原茂行・鈴木典之責任編集［2007-10］B5 判

■時代・社会の証言者ドキュメンタリー。貴重な記録にアクセスする唯一のツール。

	 資料編（'01年～'06 年）［2008.3］全 3冊　978-4-283-00547-1　54,000円	 '07年［2007.10］　978-4-283-00528-0　6,000円	

	 '08 年［2008.11］　978-4-283-00548-8　6,000円	 '09 年［2009.11］　978-4-283-00549-5　6,000円	

	 '10 年［2010.12］（大空社編集・鈴木典之編集協力）　978-4-283-00550-1　6,000円	

米国政治のダイナミクス 上・下　藤本一美著［2006-07］A5 判　　4,400円

■1945～ 2004 年（ルーズベルトからブッシュ・ジュニア）の政権を1年ごとに概観。

 上［2006.2］　978-4-283-00456-1　2,400円　　下［2007.9］　978-4-283-00517-4　2,000円

戦後米国大統領の「一般教書」　全4巻　藤本一美編［2005-07］B5 判　　60,000円（各15,000円）

■戦後 62年間のすべての年頭「一般教書」を全文対訳。第一級資料の画期的集大成。

1. ルーズベルト、トルーマン、アイゼンハワー〈1945-1960〉［2006.6］4-283-00451-0　　2.ケネディ、ジョンソン、ニクソン、フォード〈1961-1977〉［2005.12］

4-283-00452-9　　3. カーター、レーガン、ブッシュ〈1978-1992〉［2007.3］978-4-283-00508-2　　4. クリントン、ブッシュ・ジュニア〈1993-2006〉［2007.10］

978-4-283-00509-9

みちくさ随想録 　「霞ヶ関の文化・大学の文化・遊び」考　稲葉清毅著［1999.2］　4-7568-0821-2　　1,800円

戦間期 日本金融問題資料叢書　全 19 巻　小野寺逸也監修［1998-99］A5 判（全 2回配本）　　216,000円

■第一次世界大戦後の好景気、世界恐慌…太平洋戦争前夜にいたる時期の、金融・通貨・景気などに関する在野のエコノミストによる著作を主に精選。

　●1回　10 巻（1-10 巻）［1998.7］4-7568-0522-1　　96,000円

1. 銀行罪悪史〈遠藤樓外樓、大正11〉　　2.日本金融発達史〈鵜野久吾、大正14〉　　3. 農業金融〈牧野輝智、大正15〉　　4. 財界恐慌の真相〈渡辺広重、

昭和 2〉　　5. 昭和金融恐慌史〈伊藤由三郎、昭和 2〉/金融恐慌ト其影響〈東京商業会議所、昭和 2〉　　6. 金融恐慌秘話〈大阪朝日新聞経済部、昭和 3〉

/金輸出解禁問題〈財政経済時報社、昭和 4〉　　7. 第五回	銀行年鑑〈東洋経済時報、昭和 3〉　　8. 金輸出禁止史〈伊藤由三郎、昭和 4〉　　9. 金解禁亡

国論〈久保久治、昭和 4〉　　10. 金解禁を中心とせる我国経済及金融〈山室宗文、昭和 6〉

　● 2 回　9巻（11-19 巻）［1999.2］4-7568-0523-X　　120,000円

11.日本金融資本戦〈大阪毎日・東京日日新聞社エコノミスト部、昭和 4〉　　12. 本邦銀行・金融変動史〈岡田純夫、昭和 6〉　　13. 恐慌下の日本資本主義〈猪

俣津南雄、昭和 6〉　　14. 金本位制の研究〈東洋経済新報社、昭和 7〉　　15. 金融亡国論〈斯波武、昭和 7〉　　16. 各地金融梗塞ノ実状並ニ之カ対策ニ関

スル各商工会議所意見〈日本商工会議所、昭和 7〉　　17. 景気読本〈大阪毎日・東京日日新聞社エコノミスト部、昭和11〉　　18. 金本位没落の渦紋〈東京朝

日新聞欧米部、昭和12〉　　19. 昭和金融政策史〈矢尾板正雄、昭和18〉

世界の常識からみた安全保障の現状　上田愛彦・杉山徹宗・遠山久人編［1998.12］　4-7568-0269-9　　1,500円

「日米同盟関係」の光と影　藤本一美・秋山憲治編著［1998.11］A5 判　4-7568-0819-0　　3,000円

■日米の政治・軍事・経済・通商関係を検証、パートナーシップのあり方について気鋭学者が論じる。

統合ドイツの異文化間ユースワーク　生田周二著［1998.10］A5 判 260頁　4-7568-0814-X　　3,000円

福澤諭吉研究資料集成　同時代編　全4巻　丸山信監修［1998.10］B5 判　4-7568-0786-0　　65,000円

■新聞・雑誌・単行書掲載（1868・慶応 4-1901・明治 34）の福沢関係資料・論評を精選収録。

週刊 エコノミスト目次総覧　全 12 巻・別巻 3　毎日新聞社エコノミスト編集部編［1998.10］B5 判　4-7568-0531-0　　240,000円

■創刊・1923（大正 12）.4.1号から1998.8までの全目次。執筆者 50,000 名。記事・執筆者名索引、発行一覧。

木堂翰墨談　犬養木堂・喜多正子著［1998.9］A5 判 190頁　4-7568-0816-6　　4,800円

近代犯罪資料叢書　全 14巻　前坂俊之監修［1998］A5 判　（1-7巻）［98.7］4-283-00040-X/（8-14 巻）［98.12］4-283-00041-8　　190,000円

《パンセ学術図書販売　専売商品》

■江戸後期～昭和前期の代表的犯罪を網羅。与力同心、死刑囚弁護士など犯罪者・事件の核心に触れた著者による貴重な記述。

1.日本海賊史〈伊藤銀月、明治37〉220頁　　2. 拷問史〈坂ノ上言夫、大正15〉240頁　　3. 政界疑獄実話〈伊藤痴遊、昭和 5〉750頁　　4. 強盗殺人実

話〈甲賀三郎、昭和 4〉640頁　　5. 刑罪珍書集	1　江戸の政刑一班〈佐久間長敬ほか・原胤昭解題、昭和 5〉530頁　　6. 刑罪珍書集	2〈尾佐竹猛解題、

昭和 5〉520頁　　7. 死刑囚十一話〈布施辰治、昭和 5〉／死刑囚の記録〈田中一雄、新組新編集〉510頁　　8. 明治大正昭和歴史資料全集	暗殺篇〈平

野晨、昭和 7〉580頁　　9. 明治大正昭和歴史資料全集	犯罪篇	上〈宮坂九郎、昭和 8〉500頁　　10. 明治大正昭和歴史資料全集	犯罪篇	下〈宮坂九郎、

昭和 8〉530頁　　11. 徳川・明治・大正・昭和著名裁判録〈関之、昭和 23〉450頁　　12. 本邦侠客の研究〈尾形鶴吉、昭和 8〉400頁　　13.すり〈坂口

鎮雄、大正3〉／掏摸の犯罪史〈湯川四郎、昭和11-17〉300頁　　14. 恐ろしき犯罪鑑定夜話〈高田杏湖、大正10〉290頁

権力エリートとデモクラシー　増子健一著［1998.4］A5 判 210頁　4-7568-0712-7　　2,500円

コンピュ－タ科学概説 情報とコンピュ－タ その誕生、進化、社会　石坂春秋著［1998.3］A5 判　4-7568-0711-9　　2,000円

実践社会学　松岡一夫著［1998.3］230頁　4-7568-0713-5　　2,000円

波の下にも都のさぶろうぞ　菊岡襄治著［1998.2］　4-7568-0705-4　　1,800円

複刻版 経済白書　全 16 巻　［1997-98］A5 判（全 2回配本）　　240,000円

■〈経済企画庁編〉高度成長過程を検証する必携基本文献。

　●1回	8 巻（昭和 33-40 年度）［1997.9］4-7568-0672-4　120,000円　　● 2 回	8 巻（昭和 41-48 年度）［1998.3］4-7568-0678-3　120,000円

社会保障の社会経済学　下田直樹著［1997.11］A5 判 160頁　4-7568-0682-1　　2,000円

花井卓蔵の法廷史録　全 7巻・別巻1　［1997.7］A5 判　4-7568-0568-X　　110,000円

■明治～昭和初期の国民的名弁護士・花井（1868-1931）。シーメンス事件・日比谷焼打事件・星亨暗殺…大事件の真実、華麗・周到な弁論。『訟庭論草』〈1-7

巻、春秋社〉に補遺。



35※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

1. 満鉄事件を論ず	附・陪審法に就て〈昭和 5〉　　2. 木内前京都府知事事件を論ず	附・鶏肋集〈昭和 5〉　　3. 軍艦金剛の建造請負に関する事件を論ず	附・

詅癡符〈昭和 5〉　　4. 国民大会事件を論ず	附・軍国議会史要〈昭和 5〉　　5. 松島事件及樺太事件を論ず	附・カイヨー夫人之獄梗概〈昭和 5〉　　6. 人肉

事件を論ず	附・管蠡鈔〈昭和 6〉　　7. 刺客事件を論ず	附・訟庭印象記〈昭和10〉　　別巻（大津事件顛末録	付録・伊藤博文秘録大津事変〈児島惟謙述・

花井卓蔵校、昭和 6〉/湖南事件ノ裁判ニ対スル疑点〈明治 24〉/阿片事件弁論速記〈大正15〉）

贋造通貨　山下武解説［1997.4］B5 判 320頁　4-7568-0422-5　　14,000円

■〈山鹿義教、精文館、昭和 8〉豊富な写真資料、新聞記事を盛り込んだ詳細な研究。著者所蔵 6千余種から厳選 34点の口絵。

広報・宣伝の理論　三浦恵次著［1997.3］A5 判 358頁　4-7568-0377-6　　3,689円

全国県民意識調査 1979 年版　全 2巻・別巻1　［1997.3］A4/A5 判　4-7568-0374-1　　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　　5,000円

視聴率 '96・'97・'98　全3冊　藤平芳紀著［1996-98］　　27,000円

■業界 30 年の著者による懇切丁寧な解説。

　'96［1996.12］A4 判　4-7568-0331-8　10,000円／ '97［1997.12］A4 判　4-7568-0679-1　10,000円／ '98［1998.12］B5 判　4-7568-0268-0　7,000円

世論調査事典　ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部編著［1996.3］B5 判 360頁　4-7568-0214-1　　19,417円

■調査をするため、また調査結果、資料のまとめ、ブレのない調査全般を達成するための本格的実践事典。

奥井復太郎著作集　全 8 巻・別巻1　川合隆男・山岸健・藤田弘夫監修［1996］A5 判（全 2回配本）　　152,379円

■近代都市社会学の先駆者・慶應義塾長・奥井（1897-1965）。旺盛な著作活動をすべておおう集成。

　●1期　5巻（1-5 巻）［1996.7］4-7568-0237-0　　87,379円

1. 社会思想論　　2. 社会政策論　　3. 都市論(1)都市史・都市社会学　　4. 都市論(2)都市社会調査　　5. 都市論(3)現代大都市論

　● 2 期　3巻（6-8 巻）・別巻［1996.12］4-7568-0238-9　　65,000円

6. 都市論(4)商店街研究・国土計画論・戦時都市論　　7. 都市論(5)戦後都市論・都市と文学　　8. 国民生活論・教育論・その他　　別巻（追悼 /奥井

先生のこと/身内集団と他人集団/思い出の記 /奥井復太郎著作集解題 /履歴・年表 /著作目録）

柯公全集　全 5巻・別巻1／別冊1　山下武監修／山嶺健二・瀬谷千里編集協力　［1995.10］4-7568-0091-2　　82,524円

■国際派ジャーナリズムの先駆者大庭柯公（1872-1924）の多彩な活動を集成。全集（１～別巻）〈柯公全集刊行会、大正14〉に別冊を付す。◇菊/A5 判

1. 随筆	其一　　2. 随筆	其二　　3. 露国及露人研究　　4. 紀行　　5. 伝記・論文（大庭景秋年譜）　　別巻（柯公追悼文集）　　別冊（大庭柯公研究資料

（解説 /大庭柯公小伝 /大庭柯公著作目録 /大庭柯公研究文献目録稿））

戦時下 写真ニュース　全 5巻　福島鑄郎監修［1995.9］A4 判　4-7568-0086-6　　87,379円

■文化・生活編／戦地編〈写真ニュース（日刊）、同盟通信社、昭和11-19〉日々の出来事、芸能ニュースから最前線の戦況まで写真 2000点の迫力。

1. 文化・生活編　昭和11～昭和12〔解説：同盟通信社と写真グラフ〕　　2. 文化・生活編　昭和13～昭和16　　3. 文化・生活編　昭和17～昭和19　　4. 戦

地編　昭和11～昭和17　　5. 戦地編　昭和18～昭和19

占領期 閉鎖機関とその特殊清算　全3巻　［1995.9］B5 判　4-7568-0084-X　　61,165円

■〈閉鎖機関整理委員会編、昭和 29〉。米進駐軍による経済機関閉鎖の内幕・経緯を詳述。朝鮮・台湾などの在外活動から、金融、農林水産業、鉄工業、

貿易・交通、その他の機関1千数 10 社の実態。

占領期書誌文献　全 5巻　［1995.2］B5 判　4-87236-945-9　　77,670円

■読書倶楽部〈読書研究会編、昭和 21.7-24.12〉、日読ニュース〈日本読書サークル編、昭和 22.12-24.10〉の複刻。「出版年鑑」未完備時期の出版動向を

知る貴重な書誌。約 23,000点の文献情報収録。

生活時間の国際比較　ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部編著［1995.2］A4 判 230頁　4-87236-946-7　　8,447円

■日本（'90）とカナダ（'86）・アメリカ（'85）・イギリス（'87）・オランダ（'85）・デンマーク（'87）・フィンランド（'87）・韓国（'90）との比較。

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［1994-98］A4 判（全 10回配本）

■国立国会図書館作成「新聞切抜資料」に基づく、昭和 20～ 60 年代初期の社会全般にわたるキーテーマ50 項目を新聞紙面から具体的に見ることができる、

戦後史資料のテーマ別集大成。戦後日本の社会的関心をトータルな形で知るための絶好・必見・不可欠の素材。

［社会編］	●1回　5巻（1-5 巻）［1994.5］4-87236-901-7	 145,631円

 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　5巻（6-10 巻）［1994.11］4-87236-902-5	 145,631円

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

  ● 3 回　5巻（11-15 巻）［1995.5］4-87236-903-3	 145,631円

 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

［政治編］	● 4 回　5巻（16-20 巻）［1995.11］4-87236-904-1	 145,631円

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

  ● 5 回　5巻（21-25 巻）［1996.5］4-87236-905-X	 145,631円

 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

［経済編］	● 6 回　5巻（26-30 巻）［1996.11］4-87236-906-8	 145,631円

 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　5巻（31-35 巻）［1997.5］4-87236-907-6	 145,631円

 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　　35. 伝統産業

［文化編］	● 8 回　5巻（36-40 巻）［1997.11］4-87236-908-4	 145,631円

 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　5巻（41-45 巻）［1998.5］4-87236-909-2	 145,631円

 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

［科学と自然編］●10 回　5巻（46-50 巻）［1998.11］4-87236-910-6	 145,631円

 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　　49. 医療と疾病の現場　　50. 自然保護

新聞集成シリーズ 《戦後を読む》
■前記『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』より精選、分売可。　　各巻 30,000円

1. 国民性とナショナリズム	978-4-283-0055-8　13. 障害と差別	978-4-283-00554-9　15. 公害	978-4-283-00555-6　16. 占領下日本	978-4-283-00563-1　

19. アイヌ民族と沖縄問題	978-4-283-00564-8　36. 学術と文化の軌跡	978-4-283-00558-7　37. メディアと大衆	978-4-283-00556-3　38. 教育の変容	978-
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36 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

4-283-00559-4　39. 大学と学生自治	978-4-283-00557-0　40. こどもの戦後	978-4-283-00560-0　41. 流行と習俗	978-4-283-00561-7　42. 家族の変容	

978-4-283-00552-5　43.女性の戦後	978-4-283-00553-2　44. 食と住いの文化	978-4-283-00562-4　45. 東京オリンピック	978-4-283-00565-5

オイルマンが書いたマルチ石油学入門 化学知識から政治経済まで　山崎時男著［1994.10］　4-87236-926-2　　2,718円

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［1994.4］B5 判　4-87236-900-9　　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

戸田貞三著作集　全 14巻・別巻1　川合隆男監修［1993］A5 判（全 2回配本）　　213,592円

■大宅壮一・清水幾太郎・福武直・磯村英一・尾高邦雄などわが国を代表する学者、ジャーナリストを生んだ戸田（1887-1955）の業績を編年集成。

　●1期　7巻（1-7巻）［1993.4］4-87236-277-2　　106,796円

［家族論］1.日本に於ける家の制度発達の研究〈大正 2〉/夫婦関係の強さ測定：離婚に関する一研究〈大正13〉ほか 9点　　2. 家族の研究〈大正15〉　　3. 家

族構成に就いて〈大正15〉/家族の特性としての員数限定の傾向〈昭和 2〉ほか10点　　4. 家族構成〈昭和12〉　　5. 宗門帳に観られる家族構成員〈昭和

14〉/県別人員別世帯構成表〈昭和13～昭和14〉ほか 3点　　6. 家の道〈昭和17〉ほか 3点　　7.古代の住居址と家族の大きさ〈昭和 23〉ほか 4点

　● 2 期　7巻（8-14 巻）・別巻［1993.11］4-87236-278-0　　106,796円

［私有財産・職業・社会的地位］8. 何故細民が出来るか〈大正6〉ほか 8点　　［人口・地域社会論］9. 自然の人口と人工の人口〈昭和 3〉ほか12点　　［社

会調査論］10. 社会調査〈昭和 8〉ほか2点　　11. 社会調査の方法〈昭和 25〉ほか 5点　　［社会学論］12. 社会学講義案〈昭和 3〉ほか7点　　13. 社会

学概論〈昭和 27〉ほか1点　　［学会活動他］14. 社会政策と連帯責任〈大正15〉ほか25点　　別巻（書評/研究史「主に戸田貞三の家族論を中心にして」

/戸田先生のこと/思い出の記 /解題 /履歴・著作目録）

世論調査報告書　全 8 巻　佐藤彰解説［1992.4］B5 判　4-87236-242-X　　111,650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

放送関係雑誌目次総覧　全 2巻　吉田裕監修／竹山昭子解説　［1992.1］A5 判　4-87236-208-X　　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〉

『週報』目次総覧　［1992.1］A4 判　4-87236-209-8　　12,621円

■〈昭和11.10-20.8〉。

『内務時報』目次総覧　大岡聡解題［1992.1］A5 判　4-87236-210-1　　7,767円

■〈昭和11.1.15-22.12.15〉内政の中心、内務省・厚生省の公報、創刊から戦後復刊16・17合併号。

日本管理法令研究　全 12 巻　［1992］A5 判（全 2回配本）　　150,485円

■〈日本管理法令研究会編、昭和 21.5-28.12〉。戦勝国による戦敗国の全面管理の実態を知る重要文献。条約・宣言・その他の外交文書、連合国総司令部

による一般命令、覚書に至る文書ことごとく取りあげ、当時の研究者が解説・検討した。基本研究・法令解説・管理日誌・法令条文（英語正文と邦訳）の構

成で、管理法令の成立事情、具体的内容、関連する日本の法令を含め管理の実態を詳細に知ることができる。中心となった横田喜三郎「編集の思い出」収録。

　●1回（1-7巻）1-21号（1946.5-48.7）［92.1］4-87236-202-0　97,087円　● 2 回（8-12 巻）22-35号（1948.8-53.12）［92.6］4-87236-203-9　53,398円

「官報」で読む終戦後１年 再興日本の実像　全 6 巻　［2015.8］A4 判　978-4-283-01315-5　　168,000円

■〈大蔵省印刷局、昭和 20.8.1- 昭和 21.8.31〉。国の広報紙、政府の新聞とも言うべき第一級資料。戦後１年間、混迷期日本をつぶさに読む。号外を含め

て体系的に所蔵する機関はほとんど皆無。

占領期 官報　全 22 巻　［1991-94］A4 判（全4回配本）　　447,573円

■〈大蔵省印刷局、昭和 20.8.1-22.10.31〉。太平洋戦争終結後、連合国の占領下にあった時期の「官報」を複刻。政治、法律・法制、財政から教育、文化、

報道など社会科学全般にわたる基本資料。

　●1回	6 巻（昭和 20.8.1号 -昭和 21.8.31号）［1991.12］4-87236-188-1　140,777円（上記『「官報」で読む終戦後１年　再興日本の実像』として刊行）

　● 2 回	6 巻（昭和 21.9.1号 -昭和 22.4.30 号）［1993.11］4-87236-189-X　101,942円

　● 3 回	4 巻（昭和 22.5.1号 -昭和 22.7.31号）［1994.12］4-87236-190-3　93,204円

　● 4 回	6 巻（昭和 22.8.1号 -昭和 22.10.31号）［1995.7］4-87236-191-1　111,650円

『家の光』目次総覧　全 2巻・別巻1　平賀明彦解題［1991.11］A5 判　4-87236-187-3　24,272円

■〈大正14- 昭和 24〉。農村向け大衆雑誌。　　別巻「「家の光」目次総覧」解題・索引［1994.1］4-87236-871-1	 4,854円

林田亀太郎の政治史　全3巻　広瀬順晧解説［1991.9］A5 判　4-87236-178-4　　33,981円

■明治維新から大正の政治人間ドラマを活写。引用されることの多い近代政治史の重要原典。徳富蘇峰絶賛。林田（1863-1927）、衆議院書記官長。

1.日本政党史	上〈昭和 2〉　　2.日本政党史	下〈昭和 2〉　　3. 明治大正	政界側面史〈大正15〉

戦災復興誌　全 10 巻・別巻1　［1991］B5 判（全 2回配本）　　286,408円

■〈建設省編、都市計画協会、昭和 32-38〉。東京大空襲、広島・長崎原爆投下、壊滅状態からの復興10 余年の闘い全記録。112 都市の事業内容を多種

の図表・写真を交え詳細に記述。政治・行政・社会あらゆる分野の研究資料。

　●1回　6 巻（1-6 巻）［1991.6］4-87236-171-7　　145,631円

1. 計画事業編　　2. 清算編　　3. 法制編　　4. 都市編Ⅰ　　5. 都市編Ⅱ　　6. 都市編Ⅲ

　● 2 回　4巻（7-10 巻）・別巻［1991.12］4-87236-172-5　　140,777円

7. 都市編Ⅳ　　8. 都市編Ⅴ　　9. 都市編Ⅵ　　10. 都市編Ⅶ　　別巻（復興都市計画図編（A3 判））
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国民生活時間調査　全 20 巻　鈴木泰解説［1990-97］A4 判（全 5回配本）	 328,039円

■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［1990.2］4-87236-122-9　　87,379円

　● 2 回　昭和 35年調査（日本放送協会）　5巻［1990.11］4-87236-153-9　　87,379円

　● 3 回　昭和 40 年度調査（日本放送協会放送世論調査所）　3巻［1991.7］4-87236-173-3　　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　　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　　32,000円

戦時下 日本文化団体事典 シリーズ戦時下参考図書 昭和 2 年～昭和 20 年　全4巻　馬場萬夫監修［1990.7］A5 判　4-87236-143-1　63,107円

■『日本文化団体年鑑』『日本地方文化団体綜覧』〈日本文化中央連盟編、昭和13,14,18〉。

放送ニュース解説・国策放送　全 7巻・別巻1　竹山昭子解説［1990.7］A5 判（全 2回配本）　　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〉［1990.1］4-87236-094-X　　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［1990.7］4-87236-095-8　　45,000円

『偕行社記事』目次総覧　全 5巻・別巻1　［1990.5］A5 判　4-87236-136-9　　63,107円

■〈偕行社、明治 21.7-20.5〉。陸軍大臣の委託で発行した軍事教育情報誌。

フォトグラフ 戦時下の日本　全 18 巻・別巻1　広瀬順晧解説［1989-90］A4 判（全4回配本）　　328,000円

■〈原雑誌名「写真週報」、内閣情報部→情報局、昭和13.2-20.7〉。政府写真による戦時下日本、貴重な2万点。

　●1回　5巻（1-5 巻：1-100 号〈昭和13.2-15.11〉）［1989.3］4-87236-056-7　　85,000円

　● 2 回　5巻（6-10 巻：101-200 号〈昭和15.1-16.12〉）［1989.6］4-87236-057-5　　98,000円

　● 3 回　5巻（11-15 巻：201-300 号〈昭和16.12-18.12〉）［1989.12］4-87236-058-3　　85,000円

　● 4 回　3巻（16-18 巻：301-375号〈昭和18.12-20.7月〉）・別巻［1990.5］4-87236-059-1　　60,000円

フォトグラフ 戦時下の日本 補遺編　全3巻　［1995.2］A4 判　4-87236-943-2　　43,689円

■〈大東亜写真年報、同盟通信社、昭和17.3／昭和18.6〉／銃後の戦果〈陸軍情報局 =監修、昭和19.7〉写真総1000点収録。

1. 大東亜写真年報〈同盟通信社、昭和17〉　　2. 大東亜写真年報〈同盟通信社、昭和18〉　　3. 銃後の戦果〈陸軍情報局監修、昭和19〉

ラジオ年鑑　全 13 巻　［1989］A5 判（全 2回配本）　　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　95,000円　　● 2 回	6 巻（昭和13-22 年版）［89.9］4-87236-055-9　85,000円

朝日経済年史　全 26 巻　［1988-89］B5 判（全4回配本）　　351,000円

■〈朝日新聞経済部、昭和 3-30〉。経済界・社会の実相＝推移・動向をさまざまな記録・エピソード・議論と統計で整理記録。

　●1回	8 巻（昭和 3-10 年版）［88.9］4-87236-041-9　99,000円	 ● 2 回	5 巻（昭和11-15 年版）［89.1］4-87236-042-7　95,000円

　● 3 回	8 巻（昭和16-25 年版）［89.5］4-87236-043-5　85,000円	 ● 4 回	5 巻（昭和 26-30 年版）［89.10］4-87236-044-3　72,000円

史料 週報　全32 巻・別巻1　藤原彰監修／伊藤俊哉解説［1987-88］A5 判（全 3回配本）　　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［87.5］4-87236-028-1　150,000円　　● 2 回　8 巻（14-21巻）168-273号［87.10］4-87236-029-X　110,000円

　● 3 回	11巻（22-32 巻）274-452号・別巻　［88.4］4-87236-030-3　110,000円

❖　教 育　❖

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［2016.7］978-4-283-01340-7　　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。　B5 判 244頁

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　［2016.5］978-4-283-01326-1　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。　A5 判 322頁

ヒューマン・セクシュアリティ論ノート 看護・保育・教職課程のために　　益田早苗著［2015.10］A4 判 120頁　978-4-283-01319-3　　1,750円

【改訂版『看護・保育・福祉・教職課程のためのセクシュアリティ論ノート』〈大空社出版〉刊 2018.4】

■人間の性を「人間が生きることそのもの」と位置づけ、看護職・保育士・教職に進む人が支援の現場の諸問題に適切に対応する基本を習得できることを目

指した。カウンセリング・指導の豊富な経験が盛り込まれた実践の書。

情報リテラシー〈島根県立大学情報統計ステップ式学習シリーズ〉　金野和弘著［2014.5］A4 判 100頁　978-4-283-01339-1　　1,389円

学校教育の実践と社会科授業の構成　神山安弘著［2014.3］A4 判 98頁　978-4-283-01305-6　　1,400円

花香実著作集　全 6 巻　花香実著［2008-09］A5 判　　36,000円

■労働者教育・社会教育・生涯教育、その歴史と方法を中心テーマに追究してきた著者（1938-　）、40 年の研究集大成。

1.日本労働者教育運動史［08.4］260頁　978-4-283-00577-8　5,000円	 2.労働者教育論［08.5］410頁　978-4-283-00578-5　7,000円

3. 社会教育論［08.9］310頁　978-4-283-00579-2　6,000円	 4. 職業技術・労働と教育［08.12］310頁　978-4-283-00580-8　6,000円

5. 教科外活動論・生活指導論［09.6］460頁　978-4-283-00581-5　7,000円	 6. 教育学雑録［09.6］290頁　978-4-283-00582-2　5,000円

南洋群島 国語読本　全 8 巻　宮脇弘幸監修・解説［2006.10］A5 判　4-283-00463-4　　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

教
育
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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［2012.2］A5 判　978-4-283-00794-9　　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〉。

現代イギリスの継続教育論  の生涯学習の動向　黒柳修一著［2002.7］4-283-00203-8　　3,500円

国民学校 国語読本　全 12冊　［2001.10］A5 判　4-7568-0998-7　　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～）

生きる力を育む 21 世紀の教師　半田博・蔵元幸二編著［1999.4］A5 判 190頁　4-7568-0823-9　　2,000円

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［1999.3］A5 判 300頁	4-283-40001-7　　4,000円

ニイル「新教育」思想の研究 社会批判にもとづく「自由学校」の地平　山崎洋子著［1998.12］4-7568-0822-0　　7,048円

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［1998.10］4-7568-0841-7　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

日本の近代学校における学級定員・編成問題 過大学級、二部教授問題を中心として　　志村広明著［1998.3］A5 判 480頁　4-7568-0708-9　7,767円

読書世論調査 1947-1970 ＋学校読書調査 1955-1970　全 6 巻	［1997.12］A5/B5 判　4-7568-0704-6　　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〉

小淵沢物語　石塚秀信著［1997.10］四六判170頁　4-7568-0448-9　　2,000円

マカレンコ教育学の研究　藤井敏彦著［1997.7］A5 判 280頁　4-7568-0443-8　　5,000円

開放制教員養成制度論　岡本洋三著［1997.5］A5 判 310頁　4-7568-0547-7　　5,000円

現代日本における女子教育研究の動向 1990 年代前半を中心に（附録・女子教育研究文献目録）　　真橋美智子著［1997］4-7568-0632-5　　1,500円

少年団研究　全 17巻・別巻1　　ボーイスカウト日本連盟監修／田中治彦解説［1996-97］B5 判（全 3回配本）　318,446円

■〈少年団日本連盟、大正13.4- 昭和16.1〉。わが国にボーイスカウト運動を根づかせた先賢の熱情と努力の記録。近代青少年運動・児童文化運動、社会教

育史・社会福祉研究に不可欠の基本史料。	

　●1回　5巻（1-5 巻：1.1号〈大正13.4〉-5.12〈昭和 3.12〉）　［1996.5］4-7568-0219-2　　95,146円

　● 2 回　6 巻（6-11巻：6.1号〈昭和 4.1〉-11.12号〈昭和 9.12〉）　［1996.11］4-7568-0220-6　　111,650円

　● 3 回　6 巻（12-17巻：12.1号〈昭和10.1〉-18.1号〈昭和16.1〉）・別巻（解説・総目録・著者名索引）［1997.9］4-7568-0221-4　　111,650円

技術教育・職業教育の諸相　佐々木享編　［1996.3］A5 判 450頁　4-7568-0213-3　　7,767円

■序章・戦後五〇年と技術教育、職業教育研究（佐々木）／1わが国技術教育の展開／2欧米諸国の技術教育の展開／3女性の職業と教育。

島小研究報告　全 6 巻・別巻1　横須賀薫監修［1995-96］B5/A5 判　　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』。

古典（古文）教育の理論の実際　安西廸夫著［1995.3］A5 判 160頁　4-87236-947-5　　2,718円

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［1995］　4-7568-0078-5

	 セット1,456,311円　　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）4-7568-0079-3　971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。

学童疎開の記録　全 5巻	全国疎開学童連絡協議会編［1994.7］A4 判・約 3300頁4-87236-916-5　　48,544円

■学童疎開の全貌を初めて明らかにする最大の資料（体験記、聞き取り、当時の日記・手紙など）。

1. 学童疎開史研究（学術論文）　　2.ドキュメンタリー学童疎開（体験記、創作等）　　3. 文部省・東京都公文書関係資料等　　4. 新聞で見る学童疎開等

5. 学寮日誌、学童の日記、手紙、作文等

解説・総目次・索引シリーズ〈教育編〉全 15冊　［1994.3］4-283-00298-4　　110,680円

	 『複刻国定修身教科書』解説・索引〈中村紀久二〉270頁　4-87236-881-9　　7,767円

	 『複刻国定高等小学読本』解説〈中村紀久二〉340頁　4-87236-882-7　　8,738円

	 『文部省著作戦後教科書』解説〈中村紀久二・木本力ほか〉340頁　4-87236-883-5　　9,223円

	 帝国教育会機関誌『教育公報』解説・総目次〈中野光〉230頁　4-87236-884-3　　6,311円

	 『教育学術界』（明治編）解説・総目次・索引〈小熊伸一〉400頁　4-87236-885-1　　7,282円

	 『教育週報』解説・総目次・索引〈中野光・前田一男〉450頁　4-87236-886-X　　9,709円

	 『時事通信・内外教育版』（第Ⅰ期）解説・総目録・索引〈渡部宗助編〉180頁　4-87236-887-8　　6,796円
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	 『時事通信・内外教育版』（第Ⅱ期）総目録・索引〈渡部宗助編〉180頁　4-87236-888-6　　6,796円

	 『教育・国語教育』解説・索引〈川口幸宏・太郎良信ほか〉350頁　4-87236-889-4　　9,223円

	 『社会教育』解説・総目次・索引〈小川剛・名古屋大学社会教育研究会〉530頁　4-87236-890-8　　8,252円

	 近代日本社会教育論の探究	基本文献資料と視点〈小川利夫・新海英行ほか〉450頁　4-87236-891-6　　6,796円

	 英語教科書の歴史と解題〈高梨健吉・出来成訓〉240頁　4-87236-858-4　　4,854円

	 『音楽基礎研究文献集』解説〈江崎公子・塚原康子ほか〉250頁　4-87236-892-4　　7,282円

	 『校外教育基本文献集』解説〈松永健哉・上平泰博ほか〉130頁　4-87236-893-2　　3,883円

	 『文部省例規類纂』総目次　260頁　4-87236-894-0　　7,767円

国語教育　全33 巻・別巻1　石井庄司・倉澤栄吉監修／石井庄司・倉澤栄吉・桑原隆ほか解説［1993-95］B5 判（全4回配本）　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）［93］4-87236-849-5　145,631円　　● 2 回	9 巻（10-18 巻：大正8.1-10.12）［94］4-87236-921-1　145,631円		

　● 3 回	9 巻（19-27巻：大正11.1-13.12）［95］4-7568-0001-7　145,631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）［95］4-7568-0113-7　135,922円

文部省法令年纂　全30 巻・別巻1　［1993-95］A5 判（全4回配本）　　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）［1993.1］4-87236-266-7　106,796円　　● 2 回	6 巻（昭和12～14 年版）［1994.1］4-87236-267-5　97,087円

　● 3 回	8 巻（昭和 5～11年版）［1994.10］4-87236-268-3	 126,214円

　● 4 回	9 巻（大正 13～15・昭和 2～4年版）・別巻（総目次）［1995.11］4-87236-269-1　126,214円

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［1993-94］B5 判・平均 500頁（全 2回配本）　　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［1993.4］4-87236-280-2　　145,631円

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）［1994.2］4-87236-281-0　　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

教育学研究　全 15 巻　日本教育学会編［1993］B5 判　4-87236-842-8　　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年分を複刻。

『教育学研究』総目次・総索引　［1993］B5 判　4-87236-843-6　　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。

小学校　全44巻・別巻1　寺﨑昌男監修／小熊伸一解説［1992-95］B5 判 16,500頁（全 5回配本）　　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。教育思想史・教育世論史研究に不可欠。

　●1回　10 巻（1-10 巻：1巻1号 -5 巻 6号〈明治39.4-41.6〉）　［1992.4］4-87236-229-2　　131,068円

　● 2 回　10 巻（11-20 巻：5巻 7号 -7巻12号〈明治41.7-42.9〉）　［1992.11］4-87236-230-6　　131,068円

　● 3 回　8 巻（21-28 巻：8 巻1号 -9 巻12号〈明治42.10-43.9〉）　［1993.4］4-87236-231-4　　106,796円

　● 4 回　8 巻（29-36 巻：10 巻1号 -11巻 12号〈明治43.10-44.9〉）　［1995.6］4-87236-232-2　　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）［1995.12］4-87236-233-0　　106,796円

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［1992-93］A5 判（全 3回配本）　　288,351円

■『パーレー万国史』から『ジャック・アンド・ベティ』まで18点。

　●1回	10 巻（1-10 巻）［1992.5］4-87236-236-5　　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）［1993.1］4-87236-237-3　　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［1993.12］4-87236-238-1　　96,117円

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」

　別巻「英語教科書の歴史と解題」　4-87236-858-4　　4,854円

文部省著作 家庭科教科書　全 28 巻・別巻1　佐々木享監修／横山悦生解説［1992-93］（全 2回配本）　　190,292円

■大正3年から昭和 24 年までに発行された文部省著作家庭科教科書並びに文部省著作に準ずる家庭科教科書 105冊収録。

　●1期	13 巻（1-13 巻）［1992.7］4-87236-247-0　　95,146円

［小学校（尋常科・高等科）］　1. 高等小学理科家事教科書・第1～3学年児童用・教師用〈大正3・4・6〉　　2. 尋常小学裁縫教授書〈大正5〉　　3. 高等小

学裁縫教授書・第1～3学年用〈大正5〉　　4. 尋常小学裁縫新教授書〈昭和 7〉　　5. 高等小学裁縫新教授書・第1・2学年用〈昭和 9〉　　6. 高等小学裁

縫新教授書・第 3学年用〈昭和12〉　　7. 高等小学家事教科書・第1～3学年児童用〈昭和 8・9・11〉　　8. 高等小学家事教科書・第1・2学年教師用〈昭

和10〉　　9. 高等小学家事教科書・第3学年教師用〈昭和11〉

［国民学校］　10. 初等科裁縫	上〈昭和17〉、中・下〈昭和18〉/初等科裁縫・教師用	上〈昭和17〉、中・下〈昭和18〉　11. 高等科裁縫	上、高等科家事	上〈昭

和19〉　　12. 初等科裁縫・第 4学年用〈昭和 21暫定〉/初等科裁縫（第1・2分冊）第 5・6学年用〈昭和 21暫定〉/高等科裁縫（第1・2分冊）第1・2

学年用〈昭和 21暫定〉　　13. 高等科家事（第1～4分冊）第1・2学年用〈昭和 21暫定〉

教
育
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　● 2 期　15 巻（14-28 巻）・別巻［1993.2］4-87236-248-9　　95,146円

［新制中学校］　14. 家庭・中学校第1～3学年用〈昭和 22〉

［青年学校］　15.青年家庭・巻一～三・本科用〈昭和19〉　　16.青年家庭・巻一～三・本科用〈昭和 21〉

［高等女学校・新制高等学校］　17. 家事一〈昭和18〉/中等家事一・二〈昭和19〉　　18.中等被服一・二〈昭和19〉　　19.中等育児・保健・巻一・二〈昭

和 20〉　　20.中等家事一	前・後 /中等家事二	前・中・後 /家政	全〈昭和 21暫定〉　　21.中等被服一～三	前・中・後、被服四〈昭和 21暫定〉　　

22.中等育児・保健一	前・後 /育児・保健二〈昭和 21暫定〉　　23. 被服・概説編 /被服・実習編一～三〈昭和 23〉　　24. 家庭看護	全 /食物	全 /家事

経理	全 /育児	全〈昭和 22〉　　25. 師範家政・本科用巻一〈昭和18〉/師範家政・本科用巻二〈昭和 20〉/師範被服・本科用巻一〈昭和18〉　　26. 師範

育児保健・本科用巻一〈昭和19〉/師範家政・本科用巻一	第一・二綴〈昭和 21暫定〉　　27. 師範被服・本科用一	第一～四綴〈昭和 21・22暫定〉/師範

被服・本科用巻二	第一～三綴〈昭和 21暫定〉　　28. 師範育児保健・本科用巻一	第一～四綴〈昭和 21暫定〉、師範育児保健・本科用巻二	第一～三綴〈昭

和 21暫定〉　　別巻（解説）

統一学校運動の研究　太田和敬著［1992.2］A5 判 540頁　4-87236-214-4　　7,282円

英語教育雑誌目次総覧　全4巻・別巻1　出来成訓監修［1992.1］B5 判　4-87236-204-7　　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）

　別巻「英語教育雑誌目次総覧著者名索引」4-87236-936-X　　12,621円

複刻 国定高等小学読本　全39冊・別巻1　中村紀久二解説［1991.5］A5 判　4-87236-169-5　　97,087円

■「高等小学読本」「高等科国語」〈明治37・44、大正 15、昭和19 年度使用〉。明治・大正・昭和三代、2000万を超える国民大衆が学んだ高等小学校の国

定国語教科書。

［明治37年度使用開始］高等小学読本巻一～八／新制第三学年上・下　　［明治44 年度使用開始］高等小学読本巻一～四／第三学年四上・下／女子用巻

一～三　　［大正15年度使用開始］高等小学読本巻一～四／第三学年四上・下／女子用巻一～四／農村用巻一～四／農村用第三学年用上・下　　［昭和19

年度使用開始］高等科国語一～三　　別巻（解説）　4-87236-882-7　　8,738円

君が代史料集成　全 5巻　繁下和雄・佐藤徹夫編［1991.2］A4/A5 判・総 1800頁4-87236-163-6　　63,107円

■「君が代」論稿・楽譜集（2000 項目）、1880 ～1990 年の資料書誌（資料別・著者別索引付）、基礎文献 3点の複刻。成立の歴史から国歌論争まで主要文

献を網羅収集。

社会教育基本文献資料集成　全 22 巻・別巻1　小川利夫監修［1991-92］A5 判（全 2回配本）　　279,126円

■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）［1991.1］4-87236-158-X　　121,359円

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）［1992.12］4-87236-159-8　　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［1991.10］A5 判 400頁　4-87236-179-2　　2,913円

■社会教育基礎論、計画論、実践論の三部構成。

文部省学習指導書　全 28 巻　中村紀久二監修［1991.8］A5/B5 判　4-87236-177-6　　160,194円

■小学校・中学校の指導書全 75冊（昭和 24-49）を教科別収録。

1.	 一般学習指導法編　4-283-00422-7　　9,708円	 2-4.	 国語編　4-283-00423-5　　24,272円

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

9-13.	 理科編　4-283-00426-X　　36,893円	 14-17.	音楽編　4-283-00427-8　　30,097円	

18-20.	図画工作（美術）編　4-283-00428-6　　16,505円	 21,22. 体育（保健体育）編　4-283-00429-4　　18,447円

23-25.	家庭（職業・技術家庭）編　4-283-00430-8　　19,417円	 26.	 外国語編　4-283-00431-6　　5,825円

27.	 道徳編　4-283-00432-4　　8,738円	 28.	 特別教育活動・学校行事等編　4-283-00433-2　　8,738円

社会教育　全35 巻・別巻1　小川利夫監修／小川剛解説［1990-94］A5/B5 判（全4回配本）　　541,000円

■大正デモクラシーのもとに発刊された瞠目すべき雑誌。『社会と教化』〈社会教育研究会、大正10.1-12.7〉→『社会教育』〈社会教育研究会、大正13.1-

昭和 4.7〉→『社会教育』〈社会教育会、昭和 5.9-19.3〉。

　●1回	9 巻（1-9 巻：『社会と教化』1巻1号 -3 巻 7号〈大正10.1-12.7〉、『社会教育』1巻1号 -2 巻12号〈大正13.1-14.12〉）［1990.2］

　　4-87236-116-4　　164,000円

　● 2 回	7巻（10-16 巻：『社会教育』3巻1号 -6 巻 7号〈大正15.1- 昭和 4.7〉）［1990.6］　4-87236-117-2　　120,000円

　● 3 回	9 巻（17-25 巻：『社会教育』1巻1号 -9 巻12号〈昭和 5.9-13.12〉）［1990.11］　4-87236-118-0　　127,000円

　● 4 回	10 巻（26-35 巻：『社会教育』10 巻1号 -15 巻 3号〈昭和14.1-19.3〉）・別巻（解説・総目次・著者名索引）［1991.5］4-87236-119-9　130,000円

日本占領と社会教育　全3巻　小川利夫・新海英行編［1990-91］　　16,504円

■ＧＨＱによる日本占領期の社会教育政策の全貌を関係者証言、資料で明らかにする。

1. 占領期日本の社会教育改革（J.M.ネルソン著、新海監訳）［1990.3］A5 判 350頁　4-87236-123-7　5,825円　　2.ＧＨＱの社会教育政策　成立と展開（小

川・新海編）［1990.3］A5 判 430頁　4-87236-124-5　5,825円　　3.日本占領と社会教育　資料と解説（小川・新海編）［1991.2］B5 判 470頁　4-87236-

165-2　4,854円

性教育研究基本文献集　全 19 巻・別巻1　中嶌邦監修［1990-91］A5 判（全 2回配本）　　190,292円

■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。
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　●1期	10 巻（1-10 巻）［1990.12］4-87236-156-3　　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［1991.10］4-87236-157-1　　95,146円

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〕

書くことによる教育の創造 アメリカ人による生活綴方教育の研究　　Ｍ・キタガワ、Ｃ・キタガワ著／川口幸宏・中島和美監訳［1991.3］

	 A5 判 430頁　4-87236-166-0　　4,369円

複刻版 明治の教育ジャーナリズム　木戸若雄著［1991.3］A5 判 350頁　4-87236-128-8　　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。

進学適性検査結果報告　全4巻	文部省大学学術局編 /中野光解説［1990.9］B5 判 4-87236-148-2　　47,573円

■〈昭和 22-29 年度〉。文部省が旧制の官立学校、新制の国公立大学等の受験生に実施したテストについて、主題委員、検査問題作成経過、検査結果の詳

細なデータ、合格・不合格者の得点などの諸データを集計整理した報告書。

教育への新しい挑戦 英語圏における全体言語教育　Ｋ・Ｓ・グッドマン著／川口幸宏訳［1990.7］A5 判 150頁　4-87236-145-8　　2,427円

昭和の教育ジャーナリズム　木戸若雄著／中森善治解説［1990.7］A5 判　4-87236-129-6　　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。

複刻 国定修身教科書　全30冊・掛図1・別巻1　中村紀久二解説［1990.6］A5 判　　66,990円

■〈第1期 -第 5期、明治39- 昭和18〉。人づくり教育の原典。カラー完全複製。

　●1期	 6 巻・掛図1冊（尋常小学修身書	第一～四学年児童用、掛図・教師用書〈明治38・39〉／高等小学修身書	第一・二学年児童用〈明治38〉）　

4-87236-138-5　　14,563円

　● 2 期	6 巻（尋常小学修身書　巻一～六児童用〈明治43・44〉）　4-87236-139-3　　11,650円

　● 3 期	6 巻（尋常小学修身書　巻一～六児童用〈大正7～12〉）　4-87236-140-7　　11,650円

　● 4 期	6 巻（尋常小学修身書　巻一～六児童用〈昭和 9～14〉）　4-87236-141-5　　14,563円

　● 5 期	6 巻・掛図1冊（ヨイコドモ（上・下）〈昭和16〉／初等科修身一～四〈昭和17～18〉）　別巻解説1		4-87236-142-3　　14,563円

　別巻（解説・索引）［1994］4-87236-881-9　　7,767円	

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

■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］（全 5回配本）　　770,000円

　●1回	10 巻（1-10 巻：1巻1号 -6 巻 6号〈明治32.11-36.3〉）　［1989.12］4-87236-089-3　　165,000円

　● 2 回	10 巻（11-20 巻：7巻1号 -11巻 6号〈明治36.4-38.9〉）　［1990.5］4-87236-090-7　　165,000円

　● 3 回	10 巻（21-30 巻：12 巻1号 -16 巻 6号〈明治38.10-41.3〉）　［1990.9］4-87236-091-5　　150,000円

　● 4 回	10 巻（31-40 巻：17巻1号 -21巻 6号〈明治41.4-43.9〉）　［1991.3］4-87236-092-3　　150,000円

　● 5 回	8 巻（41-48 巻：22 巻1号 -25 巻 6号〈明治43.10-大正 1.9〉）・別巻（解説・総目次・著者名索引）［1991.6］4-87236-093-1　　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］（全 5回配本）　　541,942円

　●1回	6 巻（1-6 巻：26 巻1号 -28 巻 6号〈大正1.10-3.3〉）　［1996.2］4-7568-0204-4　　95,146円

　● 2 回	7巻（7-13 巻：29 巻1号 -32 巻 3号〈大正3.4-4.12〉）　［1996.9］4-7568-0205-2　　106,796円

　● 3 回	7巻（14-20 巻：32 巻 4号 -35 巻 6号〈大正5.1-6.9〉）　［1997.11］4-7568-0206-0　　110,000円

　● 4 回	7巻（21-27巻：36 巻1号 -39 巻 3号〈大正6.10-8.6〉）　［1998.5］4-7568-0207-9　　110,000円

　● 5 回	7巻（28-34 巻：39 巻 4号 -42 巻 6号〈大正8.7-10.3〉）　［1998.12］4-7568-0208-7　　120,000円

高等女学校資料集成　全 17巻・別巻1　高等女学校研究会編［1989-90］A5 判（全 2回配本）　　213,592円

■散佚する基本史料を体系化。

　●1回	7巻（5-11巻）［1989.4］4-87236-060-5　　82,524円

5-8. 高等女学校校長会議・協議会編　　9. 学校一覧編　　10,11. 修身教科書編

　● 2 回	10 巻（1-4・12-17巻）・別巻［1990.11］4-87236-061-3　　131,068円

1. 法令編　　2-4. 法令関係会議編　　12-16. 統計年報編　　17. 外地統計年報編　　別巻「高等女学校の研究」

　別巻「高等女学校の研究―制度的沿革と設立過程」310頁　　4,369円

小学校事彙　教育学術研究会編［1989.7］A5 判　4-87236-067-2　　30,000円

■〈同文館、明治37（第 2版）〉。明治の小学校の実態を生き生きと伝える百科。

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［1989］A5 判（全 2回配本）　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）［1989.11］Ａセット4-87236-085-0／Ｂセット4-87236-086-9　194,000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）［1989.11］Ｃセット4-87236-087-7／Ｄセット4-87236-088-5　194,000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［1989］A5 判（全 2回配本）　　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）［1989.5］4-87236-063-X　　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）［1989.12］4-87236-064-8　　174,757円

教
育



42 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

大学及大学生　全 9巻・別巻1　田中征男解説［1989］A5 判（全 2回配本）　　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　［1989.6］4-87236-065-6　77,670円　　● 2 回	2 巻・別巻　［1989.11］4-87236-066-4　30,097円		

時事通信 内外教育版　全 25 巻・別巻 3　渡部宗助編集解説［1988-97］B5 判（全4回配本）　　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）［1988.1］4-87236-036-2　　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）［1988.11］4-87236-052-4　　92,000円

　● 3 期	7巻（501-650 号〈昭和 29.2.9-30.7.26〉）［1997.4］4-7568-0548-5　　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）［1997.10］4-7568-0676-7　　110,000円

校外教育基本文献集　全 7巻・別巻1　松永健哉監修［1988.9］A5 判上製／紙芝居A3 判　4-87236-045-1　　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）

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［1987-2000］A5 判（全 8回配本）　　666,610円

■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。

　●1期	8 巻（1-8 巻）［1991.4］4-283-00340-9　　97,087円

1.日本教育史〈文部省、大正3〉320頁　4-87236-601-8　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　

24,272円　　3.日本教育思想史〈安達久、昭和 5〉630頁　4-87236-603-4　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　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　9,223円　　6. 全国学校沿革史〈長坂金雄、

大正3〉1320頁　4-87236-606-9　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　8,447円　　8. 大学今昔譚〈三宅雪嶺、

昭和 21〉340頁　4-87236-608-5　5,825円

　● 2 期	10 巻（9-18 巻）［1992.2］4-283-00341-7　　87,379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　7,767円　　10. 教育史余材〈横山健堂、明治41〉340頁　4-87236-610-7　7,767円

11. 大学々生溯源	全（上・下）※下巻新組〈橋南漁郎、明治43〉410頁　4-87236-611-5　9,709円　　12. 石上宅嗣卿〈石上宅嗣卿顕彰会、昭和 5〉180頁

4-87236-612-3　3,883円　　13. 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　7,767円　　14. 近世学校教育の源流〈高橋

俊乗、昭和18〉660頁　4-87236-614-X　14,563円　　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　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　6,796円　　17. 金沢文庫の研究〈関靖、昭和 26〉810頁

4-87236-617-4　17,476円　　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　4,854円

　● 3 期	6 巻（19-24 巻）［1993.3］4-283-00342-5　　64,078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　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　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　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　12,621円　　23. 学校改良論〈寺田勇吉、明治31〉250頁　4-87236-623-9　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　9,709円

　● 4 期	8 巻（25-32 巻）［1994.6］4-283-00343-3　　111,650円

25. 明治教育思想史〈藤原喜代蔵、明治42〉780頁　4-87236-625-5　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　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　18,447円　　28. 教育史料雑考〈三浦藤作、昭和 7〉660頁

4-87236-628-X　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　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　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　

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　13,592円

　● 5 期	6 巻（33-38 巻）［1996.3］4-283-00344-1　　72,816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　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　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　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　10,680円

37. 幼児保育史〈古木弘造、昭和 24〉〔解説：宍戸健夫〕190頁　4-87236-637-9　7,767円　　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　24,272円

　● 6 期	9 巻（39-47巻）［1997.10］4-283-00345-X　　75,600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　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　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　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　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　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　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

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　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　5,500円

　●7 期	6 巻（48-53 巻）［1998.3］4-283-00346-8　　65,000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　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　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　

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　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　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　10,000円

　● 8 期	10 巻（54-63 巻）［1998.11］4-283-00347-6　　93,000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　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　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



43※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

4-87236-656-5　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　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　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　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　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　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　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　14,000円

文部省 教育統計・調査資料集成　全47巻	佐々木享監修［1987-90］A5/B5 判（全 5回配本）　　604,951円

■近代教育を実証する貴重かつ稀有なデータ集。

　●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［1987.11］4-87236-032-X　　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［1988.5］4-87236-039-7　　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［1989.4］4-87236-062-1　　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［1989.10］4-87236-081-8　97,087円

　●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［1990.4］4-87236-126-1　92,233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［1987-88］A5 判各巻 600 ～ 800頁（全 2回配本）

　87236-083-4　　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）［1987］4-87236-063-X　　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）［1988］4-87236-064-8　　290,000円

複刻 国定歴史教科書　全 16冊・別巻1　　中村紀久二解説［1987.4］A5 判 4-87236-024-9　　19,500円

■〈「小学日本歴史」明治36.10-「くにのあゆみ」昭和 21.9〉。全冊初版本カラー完全複製。

1. 小学日本歴史一・二〈明治37〉　　2. 尋常小学日本歴史巻一・児童用（元版）巻二〈明治42・43〉／尋常小学日本歴史巻一・児童用（改訂版）巻二〈明治

44〉　　3. 尋常小学国史上・下巻〈大正 9・10〉　　4. 尋常小学国史上・下巻〈昭和 9・10〉　　5. 小学国史尋常科用上・下巻〈昭和15・16〉　　6. 初等科国

史上・下〈昭和18〉　　7.くにのあゆみ上・下〈昭和 21〉

文部省例規類纂　全 7巻・別巻1　［1987.2］A5 判　4-87236-023-0　　98,000円

■〈文部省普通学務局・文部大臣官房文書課編、明治 20- 昭和 20〉教育施策に関する伺・司令・照会・回答・通牒等の例規とすべき文書を年度ごとに分類

編纂、明治中期から敗戦まで約 60 年間を集成。

現代教育家評伝　為藤五郎著［1986.1］A5 判 470頁　4-87236-017-6　　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。

教育週報　全 19 巻・別巻1　中野光監修／中野光・前田一男解説［1985-94］B4 判（全 3回）　　405,000円

■教育ジャーナリスト為藤五郎（1887-1941）が発行・編集の中心となった週刊新聞〈大正14- 昭和19〉。教育政策、実践の記録、法令解説、論説と幅広い

情報。教育界の雑報は当時を微細克明に伝えて貴重。

　●1回（第Ⅱ期）7巻　346-710 号〈昭和 7-13〉　［1985.12］4-87236-015-X　　135,000円

　● 2 回（第Ⅰ期）7巻　1-345号〈大正14- 昭和 6〉　［1986.5］4-87236-014-1　　135,000円

　● 3 回（第Ⅲ期）5巻　711-974号〈昭和14-19〉・別巻（解説・主要人名/項目索引）［1986.12］4-87236-016-8　　135,000円

複刻 墨ぬり教科書　全 6冊・別巻1　［1985.8］A5 判　4-7568-0999-5　　10,477円

■国民学校初等科国語教科書（墨ぬり）〈昭和16-18〉。当時の教育施策が一目瞭然。カラー完全複製。

ヨミカタ二（1年後期用・昭和16～）／よみかた四（2年後期用・昭和16～）／初等科国語二（3年後期用・昭和17～）／初等科国語四（4年後期用・昭和

17～）／初等科国語六（5年後期用・昭和18～）／初等科国語八（6年後期用・昭和18～）

帝国教育会機関誌『教育公報』　全 10 巻・別巻1　中野光監修・解説［1984.11］A5/B5 判・総 9,000頁　　165,000円

■『大日本教育会雑誌』（明治16.11-29.10）の後継誌、第183-319 号〈明治 29.11-40.6〉の複刻。戦前最大の教師の職能的団体・帝国教育会による、官民

双方の情報を集約する中央教育機関誌。別巻（解説・総目次）

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〉［1986.1］A5 判 200頁　4-87236-005-2　5,000円

占領下における 我が国教育改革の研究　尾形裕康監修／長田三男・尾形利雄著〈民主主義研究会、昭和38〉［1984.9］A5判 530頁　4-87236-003-6　8,500円

講和後における 我が国教育改革の研究　尾形裕康監修／長田三男・山下武著〈民主主義研究会、昭和39〉［1984.9］A5 判 630頁　4-87236-004-4　9,500円

文部省著作 戦後教科書　全 22冊・別巻1　中村紀久二解説［1984.5］A5 判　4-87236-002-8　　65,000円

■敗戦、占領という混乱期に墨ぬり教科書の後をうけて発行使用された暫定国語教科書とそれに続く文部省著作の国語教科書を全冊揃いでカラー完全複刻。

［暫定教科書編　国民学校用　昭和 21年度使用］4巻（第1巻　国語　ヨミカタ一・二　1年前・後期／よみかた三・四　2年前・後期　　第2 巻　国語

初等科国語一～四　3・4年前・後期　　第3巻　国語　初等科国語五～八　5・6年前・後期　　第 4巻　国語　高等科国語一～四　1・2年前・後期）［国

語教科書編］18 巻（こくご一～四　1・2年前・後期〈昭和 22〉　　国語　第三学年上・下、第四～六学年上・中・下〈昭和 22・23〉　　まことさんはなこさん

1年／いなかのいちにち　1年／いさむさんのうち　1年〈昭和 24〉）　　別巻（解説）　4-87236-883-5　　9,223円

❖　児 童　❖

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　　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。

複刻版 赤とんぼ　全31冊・別巻1　上笙一郎・長谷川潮複刻版編集／菊永謙編集協力［2010.2］A5 判　978-4-283-00744-4　　85,000円

■『赤い鳥』の後継誌として戦後いち早く創刊された児童雑誌〈実業之日本社、昭和 21.4～ 23.10〉。戦後の児童文学はここに始まる。竹山道雄「ビルマの

竪琴」、ケストナー「飛ぶ教室」などは本誌が初出。童話・童謡（歌詞・楽譜）・詩・各種読み物・綴方（投稿の選は川端康成）・イラストレーションと児童文

化全般にわたる行き届いた内容と豪華執筆者。別巻『児童雑誌『赤とんぼ』の世界』は論文集・目録・索引。「幻」といわれた稀覯雑誌をフルカラー再現、

原装にならう装丁で複刻（平均 64頁）。

児
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44 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

図説 絵本・挿絵大事典　全3巻　川戸道昭・榊原貴教編著［2008.11］B5 判・総 1074頁　978-4-283-00621-8　　95,000円
《パンセ学術図書販売　専売商品》

■絵本・挿絵・画家を日本の児童書 400 年（江戸期～現代）の流れの中に初めて総合的に捉える画期的事典。挿絵は美術と文学を橋渡しする。カラー図版

1750 余点、モノクロ図版400点と、約1200人の画家の列伝と作品掲載目録（類書で最多）で、絵草紙・往来物から近代の雑誌書籍、芸術志向と画家、大

量印刷時代の全貌を具体的にたどることができる。

図説 児童文学翻訳大事典　全4巻　児童文学翻訳大事典編集委員会編［2007.6］B5 判・総 1728頁　978-4-283-00516-7　　120,000円
《パンセ学術図書販売　専売商品》

■日本の児童文学を「翻訳」の視点から見せ、児童文学史、装幀・挿絵原作者・作品（初訳とその後）、翻訳研究を総合した専門事典。

1. 図説日本の外国児童文学（全ページカラー）　　2,3. 原作者と作品　　4. 翻訳児童文学研究（論文・年表・索引）

児童文学翻訳作品総覧 明治大正昭和平成の 135 年翻訳目録　全 8 巻　川戸道昭・榊原貴教編［2005-06］（全4回配本）　　140,000円

■児童文学の翻訳は作品のイメージ定着に大きな影響を及ぼす。近代日本で、作品がいかなるイメージと言葉で翻訳されてきたか、訳例と挿絵で具体的に示

す画期的目録。カラー100頁。研究論文付。B5 判・総 3960頁

　●1回	2 巻　1. イギリス編１　　2. イギリス編２　［2005.6］4-283-00434-0　　35,000円

　● 2 回	2 巻　3. フランス・ドイツ編１　　4. フランス・ドイツ編２　［2005.9］4-283-00435-9　　35,000円

　● 3 回	2 巻　5. 北欧・南欧編　　6. スペイン・ロシア編　［2005.12］4-283-00436-7　　35,000円	

　● 4 回	2 巻　7. アメリカ編　　8.千一夜物語・イソップ編　［2006.3］4-283-00437-5　　35,000円	

繭と墓 金子みすゞ童謡集　金子みすゞ著　［2003.12］13×18㌢	978-4-283-00148-0　　1,000円

■〈季節の窓詩舎、昭和 45〉。若き童謡詩人の中の巨星（西條八十）。原版にならうフルカラー複製。

定本 小川未明童話全集　全 16 巻・別巻1　［2001-02］A5 判・平均 400頁（全 2回配本）　　120,000円

■『全集』（講談社、昭和 51-53）を底本に各種流布本を比較検討し現代表記にした。小川未明の作品 698点を収録した決定版全集。丸善版全集（昭和 2）

から価値の高い美しい挿絵を多数収載。別巻には研究論考、対談、座談会、月報、エッセイ、オマージュなどを収録。

　●1回	10 巻［2001.6］4-283-00190-2　　70,000円

1. 赤いろうそくと人魚他 42編　　2. 小さな草と太陽他 46編　　3. 飴チョコの天使他 38編　　4. ある夜の星たちの話他 43編　　5. 二度と通らない旅人他

45編　　6.雪くる前の高原の話他 41編　　7.すいせんと太陽他 44 編　　8.青空の下の原っぱ他 41編　　9.雪原の少年他 33編　　10. 少年と秋の日他 55編

　● 2 回	6 巻・別巻1［2002.3］4-283-00191-0　50,000円

11.子ざると母ざる他 35編　　12. 春風の吹く町他 40 編　　13. 生きぬく力他 42編　　14. 緑色の時計他 34 編　　15.しらない町の子他 62編　　16.こが

らしのふくばん他 41編　　別巻「未明童話の世界」

　別巻「未明童話の世界」（対談 /エッセイ/研究論考/月報など）［2002.3］　4-283-00192-9　8,000円

育てる幼児教育　藤田輝夫著［2001.4］A5 判　4-283-40008-4　　1,000円

紙芝居 平和への祈り　ＶＨＳビデオ 2巻＋複製紙芝居11場面セット［2001］4-283-00194-5　　22,000円

■町屋住男・N.きいち原作・絵〈自由社〉。永田為春・実演。ビデオ（第1～30 最終回の全 330 場面完全収録）約 90 分（45分×2本）。オールカラー、表

裏ともほぼ当時のまま複製。〈制作協力・ＮＨＫ情報ネットワーク〉。

	 ＶＨＳビデオ 2巻　4-283-00195-3　14,000円　　複製紙芝居11場面　4-283-00196-1　8,000円

パピーちゃんと小鳩くるみの幼児学習ビデオ　全 6 巻　五十野惇監督［2000］　　28,000円

■勉強が好きになる小学校入学前の準備に。2歳～4歳児に最適。各巻 2 番組・30 分ガイドブック付。

ちびっこシェフのフランス料理　全3冊　林利恵子作／林孝三絵［1998.11］A4 判・オールカラー　4,500円（各巻1,500円）

■簡単につくれて、とてもおいしい。小さな子どもも、お母さんも、若い女の子たちも、男の子たちも。絵本をみながら、すぐ出来上がり。子どもだけでなく、

若い世代、親がフランス料理を身近に感じられる楽しい本。料理好きになることが食文化を育てる。〈プレゼントに喜ばれる〉水にぬれても安心（ＰＰ貼加工）。

1. はじめての料理編　4-7568-0863-8　　2. おかし編　4-7568-0864-6　　3. おもてなし編　4-7568-0865-4

テーマ活動 その理論と実践 スウェーデンの保育方法　I.プラムリン、E.ドヴェルボリ著／泉千勢訳［1998.8］A5 判　4-7568-0749-6　　2,000円

松田瓊子全集　全 6 巻・別巻1　松田智雄監修／上笙一郎編［1997.11］A5 判　4-7568-0693-7　　35,000円

■銭形平次捕物帖の作者・野村胡堂の次女、近代ドイツ経済史学者・松田智雄の妻、精神科医・神谷美恵子の生涯の友。夭折の少女小説作家（1916-40）

の魅力をあますところなく伝える。新組新編集。少女文学の幻の名作が蘇る。

1. お人形の歌 /七つの蕾　　2. 野辺の子等/小さき碧/サフランの歌　　3. 紫苑の園 /香澄（続・紫苑の園）　　4. 野の小路/眠る白鳥/こひつじ/ゆりか

ご/湖畔の夏　　5. 学校作文 /詩歌小品集・おもいで/詩歌小品集・おもいで続集 /日記	上（昭和 8,9,11）　　6.日記	下（昭和12,14）　　別巻（資料編）（松

田瓊子アルバム/評論〔上笙一郎〕/伝記〔住川碧〕/松田瓊子への追悼文 /序跋文集 /エッセイ〔野村胡堂・松田智雄他〕）

複刻 叢書 日本の童謡　全38 巻・別巻1　上笙一郎編［1996-97］（全 2回配本）　　267,962円

■日本童謡史の全貌。日本の心を奏でる珠玉のコレクション。作品2,640点収載。原装丁に準じて再現した複製版。付ＣＤ「尺八で奏でる　日本の童謡」（演

奏・川俣貴風）〔解説執筆者〕

　●1回	19 巻（1-19 巻）［1996.9］4-7568-0305-9　　133,981円

［I	少年詩］　1. 詩集ふる郷〈有本芳水、大正7〉〔溝手恵理〕　　2. 浜千鳥〈星野水裏、明治44〉〔佐藤光一〕　　3. 少年の歌〈児玉花外、大正11〉〔谷悦子〕

4. 天葉詩集〈白鳥省吾、大正5〉〔宮崎芳彦・尾崎るみ〕

［II	有名詩人］　5. 花咲爺さん〈北原白秋、大正12〉〔関口安義〕　　6. 少女純情詩集〈西条八十、昭和 7〉〔菊永謙〕　　7.青い眼の人形〈野口雨情、大正

13〉〔柴村紀代〕　　8. お日さま〈三木露風、大正15〉〔和田典子〕　　9. よしきり〈山村暮鳥、大正14〉〔吉田定一〕　　10. 鸚鵡の唄〈川路柳虹、大正15〉〔谷

萩弘人〕

［IV	詩人その他］　13. 小鳥と花と〈浜田広介、大正14〉〔向川幹雄〕　　14. 銀の鈴〈相馬御風、大正12〉〔磯部孝子〕　　15. 歌時計〈水谷まさる、昭和 4〉〔根

本正義〕　　16. 僕等の詩集〈サトウ=ハチロー、昭和10〉〔宮中雲子〕　　17. 柴木集〈島田忠夫、昭和 3〉〔上田信道〕

［VIII	女流］　30.雪こんこお馬〈権藤はな子、昭和 7〉〔野口存彌〕　　31. 風〈武内俊子、昭和 8〉〔西嵜のり子〕　　32. 繭と墓	金子みすず童謡集（「季節

の窓」友だち叢書第3集）〈金子みすず、昭和 45〉〔島田陽子〕　　33. えのころ草	真田亀久代童謡詩集〈真田亀久代、昭和 48〉〔こわせ・たまみ〕

　● 2 回	19 巻（20-38 巻）・別巻［1997.3］4-7568-0306-7　　133,981円

［III	歌人］　11. 赤彦童謡集〈島木赤彦、大正11〉〔石井光恵〕　　12. 小さな鴬〈若山牧水、大正13〉〔萬屋秀雄〕

［V	大衆派］　18. 白兎と木馬〈葛原艹幽、大正11〉〔石井妙子〕　　19.青ぞらのとり〈浅原鏡村、昭和 2〉〔高橋忠治〕　　20. ばあやのお里	童謡集〈大村主計、

昭和 7〉〔佐々木美砂〕　　21. 鹿島鳴秋童謡小曲集〈鹿島鳴秋、昭和 4〉〔草野明子〕

［VI	抒情画家］　22.合歓の揺籃〈加藤まさを、大正10〉〔永田桂子〕　　23. 凧	竹久夢二童謡集〈竹久夢二、大正15〉〔滝沢典子〕　　24. 花嫁人形	抒情詩

画集〈蕗谷紅兒、昭和10〉〔岩崎真理子〕



45※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

［VII	童謡第二世代］　25. 旗・蜂・雲	與田準一童謡集〈與田準一、昭和 8〉〔長谷川潮〕　　26.雪と驢馬	童謡集〈巽聖歌、昭和 6〉〔佐藤通雅〕　　27. 雀

の木	佐藤義美童謡集〈佐藤義美、昭和 7〉〔西山利佳〕　　28. 五島列島	近藤益雄第二童謡集〈近藤益雄、昭和 9〉〔上笙一郎〕　　29. スズキヘキ童謡集〈ス

ズキヘキ著・スズキヘキ友達会編、昭和 50〉〔宮川健郎〕

［IX	アンソロジー］　34.日本童謡集	1925 年版〈童謡詩人会編、大正14〉〔畑中圭一〕　　35. 赤い鳥童謡集〈北原白秋編、昭和 50〉〔西田良子〕　　36. 小

さい同志	プロレタリア童謡集〈槙本楠郎・川崎大治編、昭和 6〉〔大藤幹夫〕　　37. まざあぐうす	英国童謡集（白秋童謡集第3集）〈北原白秋訳、大正10〉

〔吉田新一〕　　38.Songs	for	Children：Sung	in	Japan	日本童謡集〈上原征生訳、昭和15〉〔原昌〕　　別巻「日本	童謡のあゆみ」

　別巻「日本	童謡のあゆみ」上笙一郎編［1997.3］4-7568-0378-4　　6,000円

紙芝居大全集　ＶＨＳビデオ全 20 巻　ＮＨＫ情報ネットワーク制作［1995.9］　　97,087円

■「愛は強し」「悪魔の使者」「海坊主」「黄金バット」「怪人ゴルダア」「ジャングルボーイ」「少女椿」「平和への祈り」ほか合計332回分。毎日紙芝居屋さん

を追いかけた日々がよみがえる。（収録）愛は強し／悪魔の使者／海坊主／黄金バット／怪人ゴルダア／かみなりじいさん／寒椿／九尾の狐／黒百合城／こわ

れた人形／殺人鬼／さよなら先生／ジャングルボーイ／少女椿／神変猫姫様／平和への祈り／マンガごくう／ミイラの秘密／ゆうれい姫／雪子と太郎

明治少年文学史　全4巻・別冊1　木村小舟著［1995.2］四六判　4-87236-944-0　　33,981円

■〈改訂増補　少年文学史：明治篇・上下、昭和 24〉／〈少年文学史：明治篇・別巻、昭和18〉／〈明治少年文化史話、昭和 24〉（すべて童話春秋社刊）。

懐かしの紙芝居　全 5巻 50 枚＋特別編　加太こうじ他・文と絵［1995.1］B4 変型 /B5変型

■カラー完全複製。拍子木の音に心躍らせたあの紙芝居が帰ってきた。

　［Ａ］黄金バット（ナゾー編）10枚／ジャングルボーイ（第24巻）10 枚／平和への祈り（第2巻）11枚／丹下左膳（第 5巻）10 枚／キンちゃんコロちゃん（第

473 巻）9枚＋実演カセットテープ＋元祖黄金バット（特別編）　　18 枚　4-87236-941-6　　38,835円

　［Ｂ］懐かしの紙芝居（全 5巻 50 枚）＋実演カセットテープ　4-87236-937-8　　29,126円

　元祖黄金バット（特別編）　鈴木一郎・文／永松健夫・絵　B5変18頁　4-87236-942-4　　9,709円		

紙芝居大系 街頭紙芝居編　全 14巻・別巻1　［1994-95］A4 判（全 2回配本）　　190,291円

■昭和期の主な紙芝居1000 巻 1万枚を集成。別巻＝紙芝居の歴史・解説（加太こうじ・上笙一郎）。

　●1期	7巻（1-7巻）　［1994.9］4-87236-922-X　　95,146円

黄金バット／オヅの鏡／鬼の影／怪談呪い火／枯尾花／ぎくがく地獄／九尾の狐／黒帯龍之助／黒百合城／けんか三代記／こわれた人形／ジャングルボーイほか

　● 2 期　7巻（8-14 巻）・別巻（紙芝居の歴史・解説）　［1995.3］4-87236-923-8　　95,146円

丹下左膳　宝壺の巻／鉄の爪／沼の老婆／猫三味線／ねむの並木／８ちゃん／母小鳥／ハリケーンＰちゃん／平和への祈り／山からきた男ほか

絵図集成 近世子どもの世界　全 10 巻　［1994-95］B5 判・各約 450頁（全 2回配本）　　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）　［1994.11］4-87236-930-0　　97,087円

［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）　［1995.10］4-87236-931-9　　97,087円

［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）

日本の少年詩・少女詩　全 2巻　佐藤光一著［1994.9］A5 判 1150頁　4-87236-925-4　　19,417円

■日本の近代文学・児童文学史上ひときわさわやかに薫る少年詩・少女詩を歴史的に考察した先駆的大著。

児童文化史の森　上笙一郎著［1994.9］A5 判 690頁　4-87236-924-6　　8,738円

■児童文学・児童出版美術・児童音楽の人物と歴史を滋味豊かに掘り起こす。

遙か戦火を離れて 学童疎開　佐江衆一著［1994.8］A5 判 280頁　4-87236-917-3　　1,942円

■決して癒されることなく心に刻まれた血の塊。著者の原点に迫る力作長編。

少年たちの戦場　高井有一著［1994.8］A5 判 210頁　4-87236-918-1　　1,942円

■飢え、恐怖、脱走…、多感な少年たちにとって疎開は戦場だった。過酷な体験を次世代に伝える名作。

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［1992-93］A5 判（全 2回配本）　　231,068円

■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　　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

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）

ラジオが語る 子どもたちの昭和史　全3巻　秋山正美編［1992.3］A4 判・約1200頁　4-87236-228-4　　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。

実演お話集　全 9巻　石井庄司・滑川道夫解説［1989.10］A5 判　4-87236-082-6　　76,000円

■〈大塚講話会、大正10-15〉。口演童話を通じて日本の話しことばの発達を知る貴重資料。

児童　全 21巻・別巻1　波多野完治・細谷俊夫監修／西村誠解説［1988-89］A5 判（全 3回配本）　　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［1988.10］4-87236-047-8　99,000円　　● 2 回	9 巻（9-17巻）［1989.03］4-87236-048-6　90,000円

　● 3 回	4 巻（18-21巻）・別巻［1989.11］4-87236-049-4　75,000円

児
童
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児童文化叢書　全35 巻・別巻1　上笙一郎・冨田博之編［1987-88］（全 3回配本）　　260,000円

■文学・美術・音楽・演劇・生活と広い視野から児童文化を捉えた画期的集成。本文・口絵・装丁などはすべて原装丁に準じた丹念な複刻。

　●1期	10 巻（1-11巻）［1987.5］4-87236-025-7　　90,000円

［児童文化総論］　1. 芸術教育の新研究〈帝国教育会、大正11〉　　2.子供の生活と芸術〈島村民蔵、大正13〉　　3. 芸術を基調とせる　低学年の教育記録〈霜

田静志、昭和 2〉　　4. 児童文化　上〈教育科学研究会、昭和16〉　　5. 児童文化下〈教育科学研究会、昭和16〉

［児童生活文化］　6.子供の憧るゝ 　人形の国〈西山哲治、大正7〉　　7. 玩具の選び方と与へ方〈東京市社会教育課、大正15〉　　8. 児童園の施設と遊戯

器具〈高村弘平、昭和10〉　　9. 少年軍団教範〈深尾韶、大正4〉　　10. 無産少年運動〈田部久、昭和 6〉　　11. 信州東筑摩郡本郷村における　子供の集

団生活〈竹内利美、昭和16〉

　● 2 期	11巻（12-30 巻）［1987.10］4-87236-026-5　　90,000円

［児童文学］　12. 童話及伝説に現れたる　空想の研究〈蘆谷重常、大正3〉　　13. 新児童文学理論〈槙本楠郎、昭和11〉　　14. 少国民文学論〈二反長半、

昭和17〉　　15.日本国民童話十二講〈島津久基、昭和19〉　　16. お噺の仕方〈下位春吉、大正6〉　　17. 童話の聞かせ方〈巌谷季雄、昭和 6〉　　18. 児

童文庫の経営と活用〈奥野庄太郎、昭和 3〉　　19. 優良図書一覧〈茗渓会読物調査部、昭和 3〉

［児童美術］　20. 画家の児童画観〈大竹拙三、大正13〉　　21. 美術教育論〈石井柏亭、昭和11〉　　22-30.「児童絵本を良くする座談会」速記録〈日本児

童絵本出版協会、昭和14- 昭和16〉

　● 3 期	15 巻（31-45 巻）・別巻［1988.5］4-87236-027-3　　80,000円

［児童音楽］　31.音楽之枝折　上巻〈大村芳樹、明治 20〉　　32.音楽之枝折　下巻〈大村芳樹、明治 20〉　　33.音楽之枝折　続編〈大村芳樹、明治 20〉

34. 唱歌科教授法〈田村虎蔵、明治41〉　　35.日本郷土童謡名曲集〈坊田寿真、昭和 7〉　　36. 作曲の初歩〈弘田龍太郎、昭和11〉　　37. 小学教育と童謡

〈教育学術研究会、大正13〉　　38. プロレタリア童謡講話〈槙本楠郎、昭和 5〉　　39. 童踊教本〈檜健次、昭和10〉　　40.子供の舞踊〈石井漠、昭和11〉

［児童演劇］　41. 学校劇の研究〈芸術教育会、大正13〉　　42. 映画教育〈文部省社会教育課、昭和 3〉　　43. 指遣人形劇の製作と演出〈内山憲尚、昭和

12〉　　44. 紙芝居の実際〈今井よね、昭和 9〉　　45. 紙芝居に関する調査〈東京市役所、昭和10〉　　別巻（解説）

育児雑誌　全 9巻・別巻1　津曲裕次解説［1986.9］B5 判　4-87236-021-4　　120,000円	

■日本児童協会時報・育児雑誌〈日本児童協会、大正9.7- 昭和 3.12〉。育児・児童に関する諸問題に科学化・総合化の光を初めてあてた稀有な文献。

日本童話選集　全 6 輯・別巻1　童話作家協会編／滑川道夫・上笙一郎解説［1983.6］　菊判・平均 500頁　4-87236-000-1　　78,000円

■〈丸善、大正15- 昭和 6〉。わが国最初の童話作家団体「童話作家協会」の遺した唯一無比の業績。収録作品はすべて協会会員の自選のもの。集録作品

214 編、挿絵総数 223 編。原装丁を再現。別巻は解説編。

❖　女 性　❖

婦人雑誌の夜明け〈新装普及版〉　近代女性文化史研究会編［2016.2/初版 1989.9］A5 判 360頁	978-4-283-01324-7　　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…。

大正期の女性雑誌〈新装普及版〉　近代女性文化史研究会著［2016.2/初版 1996.8］A5 判 340頁	978-4-283-01322-3　　3,000円

■大正期に写し出された社会の状況には、平成の今、どれほどの変化が見られるか…。

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［2003-05］A5 判（全 3回配本＋別巻）　　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）　［2003.10］4-283-00217-8　　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）　［2004］4-283-00218-6　　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　　50,000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　25,000円

田村直臣 日本の花嫁・米国の婦人 資料集　藤澤全・梅本順子編［2003.2］A5 判 380頁　4-283-00215-1　　8,500円

■米国留学の結実『米国の婦人』（1889）につづき米国で出版した	The	Japanese	Bride（1890）のを日本語版準備中に発禁となり、日本基督教会から教職

を剥奪される。いわゆる「花嫁事件」を原著と当時のジャーナリズム資料を複刻し分析。

日本女子大学家政学古典叢書　全4巻　日本女子大学家政学古典叢書刊行会監修［2001.12］A5 判 4-283-00198-8　　36,000円

■常に日本の家政学界をリードしてきた日本女子大学家政学部。創設・発展に尽くした先学の業績 6点をまとめる。〔解説執筆者〕

1. 生活費の標準〈日本女子大学校家政館、昭和 3〉/合理的生活への第一歩〈井上秀子、昭和 5〉〔宮崎礼子〕

2. 新しい生活設計〈氏家寿子、昭和 36〉〔一番ヶ瀬康子〕　　3. 家政学の方法〈中原賢次、昭和 33〉〔江澤郁子〕

4. 家政学〈道喜美代・渡辺ミチ、昭和 44〉/家政学と農村家政学（大橋広著作論集）〔大野静枝〕

近代日本 女性文献史料総覧 1868 ～ 1917　全 13 巻・別巻 2　女性史研究会編［1998-2000］B5 判（全 3回配本）　　240,000円

■女性論、婦人問題の源流探索の必備ツール。独特の分類＝女性・男性執筆者別。図書編＝文献解題・文献掲載の序文・目次・本文一部を複刻／雑誌新

聞編＝掲載論文解題・論文全文複刻／目録・索引編



47※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

　●1回	4 巻（1-4 巻）・別巻1［1998.9］4-7568-0840-9　　80,000円

1.女性による女性論	図書編1868～1911年　　2.女性による女性論	図書編1912～1917年　　3.女性による女性論	雑誌新聞編1868～1904 年　　4.女

性による女性論	雑誌新聞編1905～1917年　　別巻.目録・索引編	1868～1917（女性執筆全著作総目録・主要執筆者全著作目録）

　● 2 回	5 巻（5-9 巻）［1999.3］4-7568-0867-0　　80,000円

5. 男性による女性論	図書編1872～1888 年　　6. 男性による女性論	図書編1889 ～1906 年　　7. 男性による女性論	図書編1907～1912 年　　8. 男性に

よる女性論	図書編1913～1914 年　　9. 男性による女性論	図書編1915～1917年

　● 3 回	4 巻（10-13 巻）・別巻1［2000.11］4-7568-0868-9　　80,000円

10. 男性による女性論	雑誌新聞編1874～1891年　　11. 男性による女性論	雑誌新聞編1892～1903 年　　12. 男性による女性論	雑誌新聞編1902～1909

年　　13. 男性による女性論	雑誌新聞編1910 ～1916 年　　別巻「目録・索引編	1868-1917（婦人問題関係図書総目録・人物評伝・執筆者索引）」

考える女たち 仮名草子から「女大学」　中野節子著［1997.4］A5 判 310頁　4-7568-0177-3　　7,000円

■「女大学」以前の近世前期女性史に焦点をあてる。

女子用往来刊本総目録　小泉吉永編／吉海直人校訂［1996.2］B5 判 220頁　4-7568-0117-X　　9,709円

■近世～明治期刊の女子用往来・百人一首。版種 3000 種以上収録。稀覯書図版、刊年別一覧。

叢書 女性論　全43 巻・別巻1　山崎朋子監修［1995-97］A5 判（全4回配本）　　366,990円

■明治維新から第二次大戦直後までの女性を中心テーマとする稀有な文献を集成。女性たちの熱き思いと心の真実の軌跡。

　●1回	12 巻（1-12 巻）［1995.6］4-283-00351-4　　95,146円

1.In	Memory	of	Mrs.	Kashi	Iwamoto〈巌本善治、明治 29〉220頁　4-7568-0010-6　5,825円　　2. 湘烟日記〈石川栄司・藤生てい、明治36〉340頁　

4-7568-0011-4　7,767 円　　3. 女道叢話〈棚橋絢子、明治 37〉230頁　4-7568-0012-2　7,767 円　　4. わらはの思出〈福田英子、明治 38〉240頁　

4-7568-0013-0　5,825円　　5.女子の見たる	女子の本性〈鈴木秋子、明治38〉200頁　4-7568-0014-9　4,854円　　6. 一隅より〈与謝野晶子、明治44〉

650頁　4-7568-0015-7　9,709円　　7. 良妻と賢母〈下田歌子、明治 45〉300頁　4-7568-0016-5　8,738円　　8. 円窓より〈平塚らいてう、大正 2〉350

頁　4-7568-0017-3　8,738円　　9. 新らしき女の行く可き道〈西川文子・木村駒子・宮崎光子、大正 2〉280頁　4-7568-0018-1　7,767円　　10. 牡丹刷毛〈松

井須磨子、大正3〉350頁　4-7568-0019-X　8,738円　　11. 久堅町にて〈安井哲、大正4〉460頁　4-7568-0020-3　9,709円　　12. 楽しき思ひ出〈原口

鶴子、大正4〉460頁　4-7568-0021-1　9,709円

　● 2 回	10 巻（13-22 巻）［1996.1］4-283-00352-2　　86,408円

13. 現代の男女へ〈平塚らいてう、大正6〉410頁　4-7568-0022-X　8,738円　　14. 聖女光子の声〈遠藤順治、大正6〉780頁　4-7568-0023-8　11,650円

15. 現代生活と婦人〈山川菊栄、大正8〉340頁　4-7568-0024-6　8,738円　　16.女の立場から〈山川菊栄、大正8〉340頁　4-7568-0025-4　8,738円　

17. 婦人生活の改善〈鳩山春子、大正9〉350頁　4-7568-0026-2　8,738円　　18.女人創造〈与謝野晶子、大正9〉300頁　4-7568-0027-0　8,252円　　

19. 婦人生活の創造〈三角錫子、大正10〉280頁　4-7568-0028-9　7,767円　　20.女中奉公と女工生活〈賀川はる子、大正12〉190頁　4-7568-0029-7　6,796円

21. 婦人の立場から〈三宅やす子、大正13〉300頁　4-7568-0180-3　8,252円　　22. 私の教育記録〈池田小菊、大正14〉390頁　4-7568-0181-1　8,738円

　● 3 回	11巻（23-33 巻）［1996.5］4-283-00353-0　　92,233円

23. 伊藤野枝全集〈伊藤野枝、大正14〉850頁　4-7568-0182-X　13,592円　　24. 恋愛創生〈高群逸枝、大正15〉610頁　4-7568-0183-8　11,650円　　

25. 近代日本女流文芸　女流作家群像〈生田花世、昭和 4〉240頁　4-7568-0184-6　6,796円　　26. 婦人解放論〈赤松明子、昭和 4〉160頁　4-7568-

0185-4　6,311円　　27. 近代日本女権史〈戸塚松子、昭和 5〉110頁　4-7568-0186-2　6,311円　　28. 新日本の建設と婦人〈久布白落実、昭和 6〉240頁

4-7568-0187-0　6,796 円　　29. 結婚社会学〈木村松代、昭和 7〉350頁　4-7568-0188-9　8,738 円　　30. 女性相談〈山田わか、昭和 7〉430頁　

4-7568-0189-7　8,738円　　31. 性問題の批判と解決〈神近市子、昭和 8〉300頁　4-7568-0190-0　8,738円　　32. 明日の女性教育〈小泉郁子、昭和 8〉

250頁　4-7568-0191-9　7,767円　　33. 明日に生きる女性〈河崎なつ、昭和 9〉240頁　4-7568-0192-7　6,796円

　● 4 回	10 巻（34-43 巻）別巻［1997.3］4-283-00354-9　　93,057円

34.Facing	Two	Ways:	The	Story	of	My	Life〈加藤シヅエ、昭和10〉420頁　4-7568-0193-5　8,738円　　35. 処女読本〈吉屋信子、昭和11〉240頁　

4-7568-0194-3　6,311円　　36.日本農村婦人問題　主婦・母性篇〈丸岡秀子、昭和12〉250頁　4-7568-0195-1　7,767円　　37.子供とともに〈松田解子、

昭和13〉360頁　4-7568-0196-X　10,680円　　38.夫婦教育〈相馬黒光、昭和16〉250頁　4-7568-0197-8　7,767円　　39. わが少女の日〈村岡花子、昭

和17〉300頁　4-7568-0198-6　8,252円　　40. 母性の歴史〈伊福部敬子、昭和17〉330頁　4-7568-0199-4　9,223円　　41.女性と文学〈窪川稲子、昭

和18〉320頁　4-7568-0200-1　8,738円　　42. 婦人に与ふ〈吉岡弥生、昭和18〉350頁　4-7568-0201-X　10,680円　　43. 婦人と文学　近代日本の婦人

作家〈宮本百合子、昭和 22〉290頁　4-7568-0202-8　8,252円　　別巻「日本のフェミニズム	日本女性の発言の歴史」360頁　4-7568-0203-6　6,667円

婦人の世紀　全4巻・別巻1　中嶌邦解説［1995］A5 判　4-7568-0112-9　　63,107円

■内山基編集〈昭和 22.2-25.6〉。戦後の混乱期、女性の自立と生き方を真に問いかけ、婦人の解放、地位向上など、さまざまな問題を第一線の知識人がテー

マ別に論じた熱気あふれる総合雑誌。

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〈昭和 52-平成 3収録〉［1994-95］B5 判　4-87236-879-7　　148,058円

 別冊（総目次・著者名索引）　　2,427円

江戸時代女性文庫　全 100 巻　［1994-98］A5 判（全 10回配本）　　1,079,253円

■女性と生活から江戸時代の社会・文化研究を再発見する史料群。約 300の文献。往来物・女子用教養書・実用書など。〔解説執筆者〕

　●1回	10 巻（1-10 巻）［1994.5］4-283-00396-4　　102,913円

1.［教訓・消息］女源氏教訓鑑〈山朝子、正徳 3〉/紫文消息〈橋本稲彦、文化 4〉〔立石和弘〕　4-87236-948-3　9,709円　　2.［教訓］女五経〈小亀益英、

延宝 9〉/女学範〈大江資衡、明和 5〉〔菅野則子〕　4-87236-949-1　10,680円　　3.［教訓］娘教訓和歌百首〈簫月子、安永9〉/絵本以呂波歌〈禿帚子、

天明 8〉/器財いろはうた〈山本政武、寛政4〉/眼覚し余音〈上河淇水、享和 3〉/幼学以呂波歌教鑑〈藤井懶斎・蔀徳風画、天保 9〉〔小泉吉永〕　

4-87236-950-5　10,680円　　4.［産育］増補絵入	小児必用記〈香月啓益、正徳 4〉/産家やしない草〈佐々井玄敬、安永6〉〔江森一郎〕　4-87236-951-3

10,680円　　5,6.［伝記］仮名列女伝〈北村季吟、明暦1〉〔中野節子〕　4-87236-9521/4-87236-953-X　10,680円・9,709円　　7.［教訓］鏡袋〈松崎蘭谷、

文化1〉/託静三訓〈託静、文政10〉/善事訓〈洛西散人、安永8〉/孝学感養記〈菅原友山、弘化 4〉〔小泉吉永〕　4-87236-954-8　9,709円　　8.［教訓］

悔草〈慶安 2〉/いさめ草〈天明2〉〔菊池慶子〕　4-87236-955-6　10,680円　　9.［暦占］女子教誡・日用重宝	女雑書教訓鑑〈岡田玉山編・画、文化 9〉/

宝暦大雑書万々載〈安政 2〉〔小泉吉永〕　4-87236-9564　9,709円　　10.［暦占］え入	三世相小鏡〈天和 3〉/万年雑書	三世相拾遺綱目大成〈正徳 4〉/

夢合延寿袋〈天保11〉/夢うらない〈江戸後期〉/弘化新版	ゆめはんじ〈弘化 4〉/新板	ゆめあわせ〈江戸後期〉/新板	ゆめうらない〈江戸後期〉〔桜井由

幾〕　4-87236-957-2　10,680円

　● 2 回	10 巻（11-20 巻）［1994.11］4-283-00397-2　　111,650円

11,12.［伝記・教訓］本朝女鑑〈寛文1〉〔中野節子〕　4-87236-958-0/4-87236-959-9　9,709円・9,709円　　13,14.［伝記］智恵鑑〈橘軒散人、万治3〉〔菅

野則子〕　4-87236-960-2/4-87236-961-0　10,680円・9,709円　　15.［家政］聞書秘伝抄〈慶安4/承応 1〉/万聞書秘伝〈承応 2/明暦 4〉/日用秘密蔵〈醍

醐散人、文化 3〉〔中野節子〕　4-87236-962-9　11,650円　　16.［家政］日用珍術	万宝智恵海〈嘉永3〉/民家日用	広益秘事大全〈三松館主人、嘉永4〉〔横

山學〕　4-87236-963-7　14,563円　　17.［養生］老人養草〈香月牛山、正徳 6〉/養生真方	長寿秘伝鈔〈八郎兵衛、江戸後期〉/無病長生訓・神洲復古	

養生訓〈復乾童子玉海、弘化 3〉〔菊池慶子〕　4-87236-964-5　13,592円　　18.［化粧・衣装］歴世女装考〈岩瀬涼仙、弘化 4〉/女よそおいますかがみ〈並

女
性



48 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

木正三、文政 2〉〔大原梨恵子〕　4-87236-965-3　10,680円　　19.［女筆］しのすすき〈（長谷川妙躰書）元禄7〉/女筆続指南集〈長谷川妙躰書、江戸中

期〉/女筆姫小松〈中川内記、江戸中期〉/女筆春の錦〈小野通書、江戸中期〉〔天野晴子〕　4-87236-966-1　10,680円　　20.［女筆］女筆手本〈沢田吉書、

元禄 4〉/蝉小川〈長谷川妙躰書、享保 18〉/女筆初瀬川〈長谷川氏書、宝暦12〉/ 難波津〈長谷川妙躰書、江戸中期〉〔小泉吉永〕　4-87236-967-X　

10,680円

　● 3 回	10 巻（21-30 巻）［1995.5］4-283-00398-0　　117,476円

21.［教訓］絵入	大和大学鈔〈元禄7〉/大学倭絵抄〈宜春堂菱花編・長谷川光信画、江戸中期〉〔天野晴子〕4-87236-968-8　10,680円　　22.［教訓］新

板	やまと小学〈辻原元甫、元禄 9〉〔森田晃一〕　4-87236-969-6　13,592円　　23.［教訓］女訓翁草〈竹田春庵、寛保 1〉/大和女訓〈井沢長秀、文化

14〉〔菅野則子〕　4-87236-970-X　10,680円　　24.［伝記］二孝伝・二孝伝訳〈田革半臧、享保 21〉/江州	孝女紀野伝〈中井利安、寛政 3〉/孝女みさお

草〈立川焉馬作・歌川豊国画、弘化 4〉/和漢二十四貞女伝〈八島五岳編・画、嘉永4〉〔桜井由幾〕　4-87236-971-8　9,709円　　25.［家政］鄙事記〈貝

原益軒、宝永 2〉〔中野節子〕　4-87236-972-6　11,650 円　　26.［家政］国家万宝	日本居家秘用〈三宅建治、文化 3〉〔桜井由幾〕　4-87236-973-4　

14,563円　　27.［事典］増補頭書	訓蒙図彙大成〈中村惕斎編・下河辺拾水画、寛政1〉〔中野節子〕　4-87236-974-2　14,563円　　28.［婚礼］婚礼仕用

罌粟袋〈白水、寛延 3〉/新板後編	嫁入談合柱〈華鳳山人、寛政 8〉/良姻心得艸〈津田義宗、弘化 3〉〔小泉吉永〕　4-87236-975-0　10,680 円　　

29.［産育］婦人ことぶき草〈香月啓益、享保11〉/小児戒草〈岡了允作・山崎元方編、文政 3〉〔菅野則子〕　4-87236-976-9　10,680円　　30.［遊戯］女

訓絵入	雛遊の記・貝合の記〈度会直方、寛延 2〉/千羽鶴折形〈露菊、寛政 9〉/投扇式〈珍々居士、文化 6〉/雙六独稽古・雙六錦嚢抄〈大原芳蔵、文化 8〉

/手品独稽古〈楳亭漁夫作・小池小天狗作、一寿斎芳晴・橘蝶楼貞房画、弘化 3〉〔小林すみ江〕　4-87236-977-7　10,680円

　● 4 回	10 巻（31-40 巻）［1995.11］4-283-00399-9　　126,214円

31.［艶書］遊状文章大成〈翠川士、文化 3〉/遊女大学教草〈翠川士、文化 4〉〔森田晃一〕　4-87236-978-5　10,680円　　32.［艶書］文の枝折〈玉華編・

白霊人書、江戸中期〉/女用文忍草〈江戸後期〉/新板	恋の文づくし〈長秀画、江戸後期〉/文のはやし〈一隠亭為山、江戸後期〉〔天野晴子〕　4-87236-

979-3　9,709円　　33.［消息］新板	女用仮字書筆〈村井範啓編・北尾雪坑斎画・中谷楮同書、寛延 2〉/筆海子長谷川筆	女教文海智恵嚢〈志田垣与祐編・

長谷川貞寿書・寺井重房画、文化1〉/女用大成・教訓躾方	女用紅葉の錦〈宝暦13〉/女要福寿台〈高田政度編・戸田正栄書・竹原春潮斎画、天明5〉〔天

野晴子〕4-87236-980-7　14,563円　　34.［教養・教訓］女中道しるべ〈正徳 2〉/万宝	女用智恵鑑錦織〈柏原屋清右衛門、享保14〉/当用躾方	女鏡秘

伝書改成〈明和 4〉〔片倉比佐子〕　4-87236-981-5　13,592円　　35.［教訓］教訓	日用学則〈霊潭、文政 2頃〉/保家私訓〈秋朋信序、文化 3〉〔菅野則子〕

　4-87236-982-3　10,680円　　36.［教養・教訓］つぼのいしぶみ〈元禄 11〉〔中野節子〕　4-87236-983-1　14,563円　　37,38.［教養・教訓］唐錦〈藤

原伊佐作・大高坂芝山校、寛政12〉〔柴桂子〕　4-87236-984-X/4-87236-985-8　14,563円・14,563円　　39.［教訓］女式集〈江戸前期〉/教誡	女家訓〈保

井恕庵、享保14〉/嘉永新刻	女式目鏡草〈高井蘭山作・島英琳画、嘉永5〉〔片倉比佐子〕　4-87236-986-6　9,709円　　40.［礼法］日用重宝	女諸礼綾

錦〈北尾辰宣作、明和 9〉/新増	女諸礼綾錦〈木村繁雄編・蔀関牛・森有煌画、天保12〉〔小泉吉永〕　4-87236-987-4　13,592円

　● 5 回	10 巻（41-50 巻）［1996.5］4-283-00400-6　　102,913円

41.［神道・教訓］艶道通鑑〈増穂残口、享保 4〉〔小林准士〕　4-87236-988-2　9,709円　　42.［暦占］天地開關	年中時候辯〈高井蘭山、寛政 3〉/訓蒙

天地辨〈高井蘭山、寛政4〉/気候懸断録（三種）〈菅原正義、文政4/弘化 3/弘化 4〉〔菅野則子〕　4-87236-989-0　9,709円　　43.［養生］長命衛生論〈本

井子承、文化10〉/養生女之子算〈辻慶儀、天保 4〉/無病長寿養生手引草〈山東庵京山作・一立斎広重画、安政 5〉〔桜井由幾〕4-87236-990-4　9,709円

44.［救荒］民間備荒録〈建部清庵、明和 8〉/重刻	農喩〈鈴木武助、文化 8〉/贍民録〈福嶋貞雄、天保 8〉/救荒事宜〈斎藤正謙、文久 1〉〔桜井由幾〕

4-87236-991-2　9,709円　　45.［礼法］小笠原流えいり	男女諸礼宝鑑〈小笠原長貞、元禄 11〉/臨時客応接〈和田信定、文政 3〉〔小泉吉永〕4-87236-

992-0　10,680円　　46.［礼法］躾方竹馬抄〈寛永 9〉/諸礼当用集〈藤允中、明和 2〉〔増田淑美〕　4-87236-993-9　10,680円　　47.［教訓］新うす雪

物語〈蘭渓、正徳 6〉/うすもみじ〈享保7〉〔柴桂子〕　4-87236-994-7　10,680円　　48.［防災］鎮火用心車〈南極斎、明和 3〉/万民千代乃礎〈川口好和、

天明9〉/鎮火用心集〈寛政 9〉/火之用心仕方〈賀茂縣主規清、天保 8〉〔森田晃一〕4-87236-995-5　9,709円　　49.［防災］本朝地震記〈豊時成、文政

13〉/雷公地震	由来記〈安政1〉/不許翻刻	安政見聞録〈服部保徳、安政 3〉/震雷考説〈村山正隆、安政 3〉/大地震暦年考〈山崎美成、安政 3〉〔森田

晃一〕　4-87236-996-3　9,709円　　50.［教訓］やしない草〈梅塢散人、元禄 2〉〔天野晴子〕　4-87236-997-1　12,621円

　● 6 回	10 巻（51-60 巻）［1996.11］4-283-00401-4　　97,087円

51.［教訓］理斎翁子弟戒〈志賀理斎、天保1〉/三省録（前編）〈志賀理斎、天保14〉〔森田晃一〕　4-7568-0120X　9,709円　　52.［教訓］三省録（後編）〈原

義胤作、文久3〉〔森田晃一〕　4-7568-0121-8　9,709円　　53.［教訓］町家式目	分限玉の礎〈壮健翁、天明6〉/世わたり草〈菊屋彦太郎、寛政1〉/富

貴自在集〈大関為孝、天保 9〉〔菅野則子〕　4-7568-0122-6　9,709円　　54.［教訓］四民善訓〈牧埜利道、寛政 6〉/我身のため〈無極庵真嗣翁、文政 6〉/

家業相続教草〈井上敬慮、万延1〉〔菅野則子〕4-7568-0123-4　9,709円　　55.［家政・教訓］民家教訓袋〈徳雨、明和 8〉/民間	さとし草〈加藤景範、寛

政12〉/喩草〈児島頤斎、文化 6〉/諸人	糸僉約重宝記〈平時倚、江戸後期〉〔菊池慶子〕　4-7568-0124-2　9,709円　　56.［家政・教訓］民家用心袋〈白水、

寛延 2〉/絵入	民家育草〈大蔵永常、文化10〉〔小林すみ江〕4-7568-0125-0　9,709円　　57.［産育］まびきのいましめ〈関口豊種、安政 2〉/子孫繁昌

手引草〈安政4〉/捨子教誡のうた〈義天、文久 1〉/愛育茶譚〈桑田和作、嘉永6〉/産家教草〈渋江太亮作、嘉永3〉/小児養育金礎〈石田鼎貫翁、文化

10〉〔桜井由幾〕　4-7568-0126-9　9,709円　　58.［家政］絵入日用	女重宝記〈高井蘭山編・葛飾応為画、弘化 4〉/人家必用記〈三遷、天保 9〉〔天野晴子〕

4-7568-0127-7　9,709円　　59.［女筆手本］女筆用	みちしば〈辻柳軒書、宝永1〉/女筆子日松〈宝永 2〉/荒木流	女筆初音の道〈荒木慈忍書、延享2〉〔中

野節子〕　4-7568-0128-5　9,709円　　60.［女筆手本］女初学文章〈一花堂作・窪田やす書、万治3〉/女書翰初学抄〈居初都音、元禄 3〉〔小泉吉永〕　

4-7568-0129-3　9,709円

　●7回	10 巻（61-70 巻）［1997.5］4-283-00402-2　　106,000円

61.［礼法］女諸礼集〈万治3〉〔増田淑美〕　4-7568-0130-7　10,000円　　62.［婚礼］家礼	婚姻世継草〈岸洗斎、明和 6〉/嫁入談合柱〈鳥羽了怡、天明頃〉

/婚礼略式〈蓁々庵、文久 2・4〉〔横山學〕　4-7568-0131-5　10,000円　　63.［家政・教訓］諸人日用宝〈江雲、元文 2〉/不断用心記〈土方乗阿、明和 3〉〔横

山學〕　4-7568-0132-3　10,000円　　64.［家政・化粧］万世珍宝	女日用大全〈寛政 8〉/都風俗化粧伝〈佐山半七丸作・速水春暁斎画、文化10〉〔天野

晴子〕4-7568-0133-1　10,000円　　65,66.［教訓］和論語〈寛文 9〉〔桜井由幾〕　4-7568-0134-X/4-7568-0135-8　13,000円・12,000円　　67.［和歌・教

訓］蔵笥百首〈藤井懶斎、元文1〉〔吉海直人〕　4-7568-0136-6　10,000円　　68.［家政・教訓］家内用心集〈頓宮笑月、享保15〉/用心譬喩艸〈頓宮笑月、

元文 5〉/女中智恵海〈和田範孝、江戸後期〉〔中野節子〕　4-7568-0137-4　11,000円　　69.［教訓］民家日用	教訓衆方規矩〈宣陽堂主人、宝暦12〉/

心学道話	家訓心得草〈中村一鴎、天保11〉〔菅野則子〕4-7568-0138-2　10,000円　　70.［教訓］万民徳用〈鈴木正三、江戸前期〉/教訓式目	分限心之

的〈山田野亭、天保14-15〉/主従日用条目・民家必用条目〈池田義信、弘化 2〉/御免	子孫繁栄鑑〈江戸後期〉/家内和合弁〈安政 6〉〔菅野則子〕4-7568-

0139-0　10,000円

　● 8 回	10 巻（71-80 巻）［1997.11］4-283-00403-0　　105,000円

71,72.［教訓・伝記］教訓絵入	比売鑑（述言編）〈中村惕斎、宝永6〉〔中野節子〕　4-7568-0140-4/4-7568-0141-2　10,000円・10,000円　　73,74.［教訓・

伝記］教訓絵入	比売鑑（紀行編）〈中村惕斎、正徳 2〉〔中野節子〕　4-7568-0142-0/4-7568-0143-9　11,000円・12,000円　　75.［教訓］子孫宝草〈伊藤

芳脩、宝永 3〉/もしおぐさ〈藤堂嵐子作・山崎義政編、享保 17〉/苦薬	さとし草〈松柏軒、宝暦 7〉/神国女訓少〈山口日向守、安永7〉〔菅野則子〕　

4-7568-0144-7　11,000円　　76.［食生活・養生］たのしみ草〈南啓堂梅翁、宝暦 5〉/煙草記〈大観堂、宝暦 6頃〉/保寿食事戒・婬事戒〈高井蘭山、文

化 2・14〉/麦飯さとし草〈鳩居堂蓮心、安政 6〉/食時五思	御代の恩〈中井酔亭編・楠亭画、天明7〉/孝考学食慎録〈菅原友山、弘化 4〉〔横山學〕　

4-7568-0145-5　11,000円　　77,78.［家政］妙術博物筌〈江戸後期〉〔森田晃一〕　4-7568-0146-3/4-7568-0147-1　10,000円・10,000円　　79.［女筆］新

板	女手本〈万治頃〉/女筆往来〈寛文頃〉/当流	女用文章〈源女書、天和 2〉〔中野節子〕　4-7568-0148-X　10,000円　　80.［女筆・消息］当世女鑑	女

用文章唐錦〈春名須磨、享保 20〉/四季文章・年中故事	女用文章艶姿〈万屋かめ作・画、時枝左門編、元文 5〉〔天野晴子〕4-7568-0149-8　10,000円

　● 9 回	10 巻（81-90 巻）［1998.5］4-283-00404-9　　104,000円

81.［教訓］和漢けんじょ物語〈芳菊軒某母満、寛文 9〉/絵入	名女物語〈寛文10〉〔立石和弘〕　4-7568-0150-1　11,000円　　82.［教訓］女郎花物語〈万



49※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

治 4〉/絵入	女じんき物語〈寛文4〉〔中野節子〕　4-7568-0151-X　10,000円　　83.［和歌・物語］新板え入	名所和歌物語〈江戸前期〉〔母利司朗〕　

4-7568-0152-8　10,000 円　　84,85.［伝記］本朝列女伝〈黒沢弘忠、寛文 8〉〔増田淑美〕　4-7568-01536/4-7568-0154-4　10,000 円・11,000 円　　

86.［女筆手本］女文章鑑〈居初津奈、貞享 5〉/浅香山〈服部康音、元禄 15〉/女教文章	女要文通筆海子〈長谷川品、宝暦 3〉〔小泉吉永〕　4-7568-

0155-2　10,000円　　87.［教訓］新板絵入	教訓女朝鏡〈津熊武範、宝暦 3〉/近世貞婦伝〈蔦葛の主、寛政11〉〔菅野則子〕　4-7568-0156-0　10,000円

88.［産育］生下未分語〈正保 4〉/小児養生録〈千村真之、元禄 2〉/いなご草〈稲生若水、元禄 3〉/婦人療治手箱底〈幡玄春、明和 5〉〔桜井由幾〕　

4-7568-0157-9　11,000円　　89.［艶書］堀河院艶書合〈日狭典澄、元禄 11〉/遊状案文〈長松軒書、寛政 8〉〔天野晴子〕　4-7568-0158-7　10,000円　

90.［和歌］女百人一首〈居初都音、貞享 5〉/女歌仙〈江戸前期〉/系図伝記	歌仙金玉抄〈坂内直頼、天和 3〉/ 頭書絵抄	歌仙〈江戸前期〉/女百人一首〈嘉

永4〉〔吉海直人〕　4-7568-0159-5　11,000円

　●10 回	10 巻（第 91-100 巻）［1998.11］4-283-00405-7　　106,000円

91.［家政］新刻	農家調宝記〈高井蘭山、文化 6〉/文化丁丑新刻	農家調宝記二編〈高井蘭山、文化14〉/文政壬午新刻	農家調宝記続編〈高井蘭山、文

政 5〉〔桜井由幾〕　4-7568-0160-9　10,000円　　92.［教訓］教訓絵抄	女要操文庫〈花月堂敬夕編・長谷川光信画、宝暦 2〉/諌母草〈覚雲作・真阿編、

明和 8〉/女幼学〈雅雁、文化頃〉〔菅野則子〕　4-7568-0161-7　10,000 円　　93.［養生］朱雀経験	養生辨（初編）〈水野義尚、天保 13〉〔横山學〕　

4-7568-0162-5　10,000円　　94.［養生］朱雀経験　養生辨後編〈水野義尚、嘉永4〉/養生法〈松本良順、元治1〉〔横山學〕　4-7568-0163-3　11,000円

95,96.［家庭医学］病家須知〈平野重誠、天保 5〉〔桜井由幾〕　4-7568-0164-1/4-7568-0165-X　11,000円・11,000円　　97.［教養］女用訓蒙図彙〈奥田松

柏軒、元禄 1〉/女蒙求艶詞〈広沢嘉兵衛、享保14〉〔天野晴子〕　4-7568-0166-8　11,000円　　98.［教訓］続人名	女中の巻〈釈法忍作・松宮主鈴編、

江戸中期〉〔増田淑美〕　4-7568-0167-6　12,000円　　99.［礼法］林氏立斎	諸礼筆記〈林立斎、宝永3〉/女右筆書礼〈玉井由正、享保12〉〔中野節子〕

4-7568-0168-4　10,000円　　100.［和歌・本草］新女歌仙〈元禄 11〉/貝尽浦の錦〈大枝流芳、寛延4〉/女朗詠教訓歌〈朝日晩香散人編・西川祐信画、

宝暦 3〉〔吉海直人〕　4-7568-0169-2　10,000円

江戸時代女性文庫 補遺「女筆手本類」　全 12 巻　小泉吉永編［1999-2000］A5 判（全 2回配本）　　159,000円

■女性用書道手本の稀覯書 47点を影印。近世女性の教育・書簡作法・言語・風俗研究に有益。書体の性差で類型化し年代順に収録。

　●1回［女筆期］　6 巻（1-6 巻）［1999.12］4-7568-0973-1　　77,000円

1.女庭訓〈和田宗翁作・窪田やす書、万治 2以前〉/新板	四季仮名往来〈置散子書、延宝6〉　428頁　4-7568-0961-8　13,000円　　2. 新板	女学仮名往

来〈延宝頃〉/女教訓文章〈居初津奈書、元禄7〉/女誡絵入	女実語教・女童子教〈居初津奈書、元禄 8〉/女雛形用文章〈橘納軒永康書、元禄 10〉　476

頁　4-7568-0962-6　14,000円　　3.女しき文章〈沢田吉書、享保頃〉/わかみどり〈長谷川妙躰書、宝永4〉/女筆春日野〈長谷川妙躰書、享保15〉/近

江八景〈長谷川妙躰書、享保18〉376頁　4-7568-0963-4　11,000円　　4.女筆岩根の松〈長谷川妙躰書、享保 20頃〉/女用文色紙染〈田村よし尾書、元

文 3〉/女消息華文庫〈内藤玉枝編・丹羽房書、元文 6〉/女教文章鑑〈林蘭書、寛保 2〉　434頁　4-7568-0964-2　13,000円　　5.女文台綾嚢〈田中友水

子編、延享1〉/女文章都織〈居初津奈書、延享 4〉/長谷川筆の錦〈長谷川妙躰書、宝暦 2〉　424頁　4-7568-0965-0　13,000円　　6. 倭規	女用章〈進

藤秀書、宝暦 3〉/女教文章	女教倭文庫〈長谷川妙躰書、宝暦 4〉/龍田詣并散艸〈長雄耕雲書、宝暦 6〉/大橋かな手本〈篠田行休書、宝暦 6〉/かな文

章	手引のまつ〈戸田正栄、宝暦11〉　428頁　4-7568-0966-9　13,000円

　● 2 回［男筆期］　6 巻（7-12 巻）［2000.10］4-7568-0974-X　　82,000円

7.女用文立田川〈西村恵十書、宝暦12〉/女用華の宴〈中谷治八書、宝暦13〉/長雄かな文集〈長雄耕雲他書、明和 2〉/采女玉章〈長友松軒書、明和 5〉

/さしもくさ〈戸田正栄書、明和 7〉/猨山かな文書〈猨山周暁書、明和 8〉/長雄	源氏かな文章〈長雄耕文書、明和 9〉　460頁　4-7568-0967-7　14,000

円　　8. はつ音往来〈児嶋貞蔵書、安永 2〉/女用文章〈天明7〉/女文章四季詞鑑〈北尾政美画、天明9〉/数楽	散書かな文章〈数楽東雲書、寛政1〉/

猨山松華往来〈猨山周之書、寛政 2〉/百瀬	ちらし書〈百瀬耕元書、寛政 9〉　4-7568-0968-5　15,000円　　9. 御家	女諸用文章〈橘正敬書、寛政11〉/

亀井戸まうで〈親行書、寛政13〉/月なみ消息〈鵜殿余野子作・橘千蔭書、文化 4〉　420頁　4-7568-0969-3　13,000円　　10. 頭書註釈	女当用文章〈晴

雲堂一玄書、文化 10〉/絵入	女文通宝箱〈西川竜章堂書、文化 15〉/女筆花鳥文素〈内山松陰堂書、天保 10〉442頁　4-7568-0970-7　14,000円　　

11.女用文倭錦〈皆川惟馨書、天保14〉/女手習教文〈鳥飼酔画作、江戸後期〉/女童子用文章〈江戸後期〉426頁　4-7568-0971-5　13,000円　　12.女

用文袖珠〈井亀道人作、安政4〉/女用文浜真砂〈掬泉堂書、江戸後期〉/和歌那の始〈月岡明暗書、江戸後期〉428頁　4-7568-0972-3　13,000円

解説・総目次・索引シリーズ〈近代日本女性資料編〉　全 12冊　［1994.1］4-283-00297-6　　68,446円

	 婦人雑誌の夜明け〈近代女性文化史研究会〉370頁　4-87236-080-X　　3,398円

	 『日本の婦人雑誌』解説編〈中嶌邦他〉240頁　4-87236-864-9　　6,796円

	 『女鑑』解説・総目次・索引〈中嶌邦〉560頁　4-87236-865-7　　9,709円

	 『全国小学校連合女教員会雑誌』解説・総目次・索引〈新井淑子〉280頁　4-87236-866-5　　4,854円

	 高等女学校の研究　制度的沿革と設立過程〈高等女学校研究会(山本禮子)〉210頁　4-87236-257-8　　4,369円

	 『家庭科教育』解説・総目次・索引〈佐々木享・横山悦生〉620頁　4-87236-868-1　　9,709円

	 『文部省著作　家庭科教科書』解説編〈横山悦生〉100頁　4-87236-869-X　　4,369円

	 近代日本における女と戦争〈中嶌邦〉160頁　4-87236-870-3　　3,398円

	 『「家の光」目次総覧』解題・索引〈平賀明彦〉160頁　4-87236-871-1　　4,854円

	 『婦人衛生雑誌』解説・総目次・索引〈中嶌邦・亀山美和子〉440頁　4-87236-872-X　　7,282円

	 『近代日本看護名著集成』解説編〈坪井良子・平尾真智子他〉160頁　4-87236-873-8　　5,825円

	 『性教育研究基本文献集』解説編〈中嶌邦・田代美江子〉90頁　4-87236-867-3　　3,883円

『婦人週報』20 世紀女性研究の夜明け　全 7巻・別巻1　［1994］B5 判（全 2回配本）978-4-283-01328-5　　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）［1994.1］4-87236-862-2　　94,175円　　● 2 期　2巻（6-7巻）・別巻［1995.5］4-87236-863-0　　43,689円

江戸時代 女性生活絵図大事典　全 9巻・別巻1　江森一郎編［1993-94］B5 判（全 2回配本）　　194,174円

■近世女性の生活を豊富な絵図と翻刻文で読み解く。女子用往来約100 種から約 5000点の絵図を厳選し関連記事を翻刻。江戸前・中・後期の比較ができる。

　●1期	5 巻（1-5 巻）［1993.5］4-87236-283-7　　97,087円

1. 江戸前期の女子用往来　　2. 教訓・行儀作法　　3. 家庭・社会　　4. 学問・家事・諸芸　　5. 四季・動植物・名所

　● 2 期	4 巻（6-9 巻）・別巻［1994.7］4-87236-284-5　　97,087円

6. 化粧・家庭医学・信仰　　7. 通過儀礼・年中行事　　8. 和歌・古典文学　　9. 伝記・信仰ほか　　別巻「江戸時代女性生活研究」（絵図分類索引・解説

論文集・近世女性生活用語集など）

近代日本 女性生活事典　全 8 巻　［1992.11］A5 判　4-87236-265-9　　121,359円

■明治・大正・昭和、女性の知識・教養を育んだ座右の書。家庭・社会・教育、女性の生活・生き方を総覧する。

1.女子宝鑑〈飯尾次郎、明治12〉/女性宝鑑〈大日本女性研究会、明治39〉　　2.日本婦女宝鑑〈竹内松治・井上哲次郎校、明治42〉　　3. 趣味と常識　

現代婦人宝典〈小林良一、大正4〉　　4. 婦人宝鑑	大正 12年版〈大阪毎日新聞社、大正12〉　　5. 婦人宝鑑	大正 13年版〈大阪毎日新聞社、大正13〉　　

6. 新女性宝鑑〈前波仲子、昭和 9〉　　7. 皇国女鑑〈前田若尾、昭和16〉　　8. 改訂増補	女性宝鑑〈前波仲子、昭和 23〉

女
性



50 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

近代女性文献資料叢書シリーズ　中嶌邦監修［1992-98］

■三大テーマに分けて近代女性の生活と社会との関わりを知るために必須の文献を集成。

女と戦争　全 24巻・別巻1［1992］　　191,262円

　●1回	11巻（1-11巻）［1992.5］4-283-00359-X　　94,175円

1. 戦争と婦人／軍国の婦人〈三浦秋水／鈴木秋子、明治37〉370頁　4-87236-732-4　7,767円　　2. 軍国之婦人／国と女〈星岡書院編／芹沢登一編、明

治37／大正 10〉320頁　4-87236-733-2　8,738円　　3.日露戦役婦人の力〈松本恒吉、大正元〉280頁　4-87236-734-0　6,796円　　4. 戦争平和及将来〈エ

レン・ケイ著／本間久雄訳、大正 7〉410頁　4-87236-735-9　9,709円　　5. 婦人の眼に映じたる世界の新潮流〈井上秀子、大正 12〉550頁　4-87236-

736-7　13,592円　　6. 母の世紀の序〈伊福部敬子、昭和15〉310頁　4-87236-737-5　7,767円　　7. 戦争と女性〈佐藤信夫、昭和15〉340頁　4-87236-

738-3　8,738円　　8. 母性訓	文部省指導要項〈福田寛、昭和17〉290頁　4-87236-740-5　6,796円　　9. 戦争と結婚〈西牟田重雄編、昭和17〉340頁　

4-87236-741-3　8,738円　　10. 家の道	文部省戦時家庭教育指導要項解説〈戸田貞三、昭和17〉280頁　4-87236-742-1　6,796円　　11. 戦時労務管理〈桐

原葆見、昭和17〉340頁　4-87236-739-1　8,738円

　● 2 回	13 巻（12-24 巻）別巻［1992.12］4-283-00360-3　　97,087円

12. 戦時婦人読本〈国民精神総動員中央連盟編、昭和13〉370頁　4-87236-743-X　8,738円　　13. 神に祀られた日本女性〈矢沢高佳、昭和13〉310頁　

4-87236-744-8　7,767円　　14. 戦火の世界一周記〈山田わか、昭和17〉220頁　4-87236-745-6　5,825円　　15. 婦人労務者保護〈古沢嘉夫、昭和19〉230頁

4-87236-746-4　5,825円　　16.やまとをみな〈三輪田元道、昭和18〉310頁　4-87236-747-2　7,767円　　17. 月経と作業能力〈桐原葆見、昭和18〉410頁

4-87236-748-0　9,709円　　18. 勤労母性保護〈牧賢一、昭和18〉370頁　4-87236-749-9　8,738円　　19. 戦時下の乳幼児保護問題〈岡崎文規、昭和18〉

230頁　4-87236-750-2　5,825円　　20.女性の建設〈山高しげり（金子しげり）、昭和19〉330頁　4-87236-751-0　7,767円　　21. 勤労と結婚〈沢井淳、

昭和19〉170頁　4-87236-752-9　4,854円　　22. 戦時家政学〈林勇記、昭和19〉320頁　4-87236-753-7　7,767円　　23. 戦時保育所〈川崎大治（池田

政一）、昭和 20〉290頁　4-87236-754-5　6,796円　　24. 国家的母性の構造〈森泰子、昭和 20〉320頁　4-87236-755-3　7,767円　　別巻「近代日本に

おける女と戦争　「女と戦争」シリーズによせて」〔中嶌邦〕150頁　4-87236-756-1　　1,942円

女と職業　全 24巻・別巻［1993-94］　　221,359円

　●1回	12 巻（1-12 巻）［1993.5］4-283-00355-7　　106,796円

1.女子職業案内〈落合浪雄、明治36〉400頁　4-87236-757-X　10,680円　　2.女子職業案内〈近藤正一、明治39〉500頁　4-87236-758-8　11,650円　　3. 婦

人職業論〈伊賀歌吉、明治40〉350頁　4-87236-759-6　9,709円　　4. 活動せる実業界の婦人〈田村江東、明治41〉350頁　4-87236-760-X　7,767円　　5. 婦

人労働問題〈社会政策学会編、大正8〉430頁　4-87236-761-8　11,650円　　6. 婦人職業問題〈増井光蔵、大正10〉350頁　4-87236-762-6　9,709円　

7. 婦人の職業〈増尾辰政、昭和 3〉210頁　4-87236-763-4　6,796円　　8. 職業婦人物語〈前田一、昭和 4〉370頁　4-87236-764-2　10,680円　　9.女

工紹介顛末〈東京地方職業紹介事務局編、昭和 4〉240頁　4-87236-765-0	　6,796円　　10. 職業婦人を志す人のために〈河崎ナツ、昭和 7〉280頁　

4-87236-766-9　7,767円　　11. 新女性自活の道〈職業補導会編、昭和 7〉310頁　4-87236-768-5　7,767円　　12. 婦人労働問題〈請川健蔵、昭和10〉

150頁　4-87236-767-7　5,825円

　● 2 回	12 巻（13-24 巻）別1［1994.5］4-283-00356-5　　114,563円

13. 婦人職業戦線の展望〈東京市役所編、昭和 6〉520頁　4-87236-769-3　14,563 円　　14. 現代女子職業読本〈経済知識社編、昭和 10〉400頁　

4-87236-770-7　11,650円　　15. 東京女子就職案内〈東京女子就職指導会編、昭和11〉350頁　4-87236-771-5　8,738円　　16.女は働いてゐる〈山川菊

栄、昭和15〉200頁　4-87236-772-3　7,767円　　17. 職業婦人の医学〈佐藤美実、昭和17〉310頁　4-87236-773-1　8,738円　　18.女教員読本〈石川

ふさ、昭和17〉250頁　4-87236-774-X　7,767円　　19. 転業者及び女子労務輔導〈伊藤博／村中兼松、昭和17〉350頁　4-87236-775-8　9,709円　　

20. 農村保健婦〈川島瓢太郎、昭和17〉240頁　4-87236-776-6　7,767円	　21.女子の職場配置〈狩野広之、昭和18〉340頁　4-87236-777-4　8,738円

22.日本の保健婦〈社会事業研究所、昭和18〉250頁　4-87236-778-2　7,767円　　23.女子労務の職業学的研究〈阿部利雄、昭和18〉410頁　4-87236-

779-0　11,650円　　24.女子の職業病〈沢井淳、昭和18〉260頁　4-87236-780-4　7,767円　　別巻「近代日本における女と職業　「女と職業」シリーズ

の複刻によせて」〔中嶌邦〕190頁　4-87236-781-2　1,942円

女と生活　全 20 巻・別巻1［1997-98］　　213,000円

　●1回	10 巻（1-10 巻）［1997.11］4-283-00357-3　　116,000円

1. 如何に家計を整理すべき乎〈羽仁もと子、明治40〉260頁　4-7568-0683-X　7,000円　　2. 無駄なき生活〈山脇房子、大正5〉450頁　4-7568-0684-8

13,000 円　　3. 家政講話〈嘉悦孝子、大正 5〉340頁　4-7568-0685-6　10,000 円　　4. 婦人の生涯〈高島平三郎、大正4〉470頁　4-7568-0686-4　

14,000円　　5.日常生活の改造〈太田梅子、大正 9〉540頁　4-7568-0687-2　16,000円　　6. 生活改善を基調とせる科学的家事精説〈石澤吉磨、大正

11〉330頁　4-7568-0688-0　10,000円　　7. 生活革新の機来る〈三宅やす子、大正 12〉260頁　4-7568-0689-9　7,000円　　8. 家庭生活の合理化〈塚

本はま子、昭和 5〉200頁　4-7568-0690-2　5,000円　　9. 婦人一生の智識〈小島春江、昭和 5〉780頁　4-7568-0691-0　23,000円　　10. 農村家政学〈片

岡重助、昭和 7〉390頁　4-7568-0692-9　11,000円

　● 2 回	10 巻（11-20 巻）別巻［1998.5］4-283-00358-1　　97,000円

11. 家政新論〈井上秀子、昭和 5〉490頁　4-7568-0721-6　14,000円　　12.更新家庭生活〈大日本聯合婦人会編、昭和 9〉340頁　4-7568-0722-4　9,000円

13. 現代婦人百科〈丸岡秀子他編、昭和14〉400頁　4-7568-0723-2　11,000円　　14.女性の生活と科学〈峰尾正次、昭和16〉380頁　4-7568-0724-0　

11,000 円　　15. 新生活の建設〈報知新聞文化部編、昭和 17〉330頁　4-7568-0725-9　9,000 円　　16.くらしの工夫〈今田謹吾編、昭和 17〉260頁　

4-7568-0726-7　7,000円　　17. 働く婦人の生活設計〈笠原正江、昭和17〉210頁　4-7568-0727-5　6,000円　　18. 飛騨の女たち〈江馬三枝子、昭和17〉

280頁　4-7568-0728-3　8,000円　　19. 戦時生活読本〈太田清文、昭和19〉290頁　4-7568-0729-1　8,000円　　20. 働く女性の生活指導〈近藤とし子、

昭和19〉320頁　4-7568-0730-5　9,000円　　別巻「近代日本における女と生活	「女と生活」シリーズの復刻によせて」〔中嶌邦〕240頁　4-7568-0731-3

5,000円

婦人衛生雑誌　全36 巻・別巻1　中嶌邦・亀山美知子解説［1990-92］A5 判（全4回配本）　　422,329円

■国民一般の衛生知識が低かった明治大正期に、家庭医学・家事・育児など生活上の衛生思想を通して、女性の啓蒙・改良を目指した本邦初の本格的婦人

機関雑誌。

　●1回	9 巻（1-9 巻：1-110 号〈明治 21.2-32.1〉）［1990.7］4-87236-144-X　　92,233円

　● 2 回	9 巻（10-18 巻：111-200 号〈明治32.2-39.7〉）［1991.1］4-87236-160-1　　116,504円

　● 3 回	10 巻（19-28 巻：201-300 号〈明治39.8-大正 3.11〉）［1991.11］4-87236-161-X　　121,359円

　● 4 回	8 巻（29-36 巻：301-382号〈大正3.12-15.12〉）・別巻［1992.9］4-87236-162-8　　92,233円

女鑑　全 71巻・別巻1　中嶌邦監修・解説［1989-93］A5 判（全 9回配本）　　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〉）［1989.9］4-87236-069-9　　96,117円

　● 2 回	8 巻（10-17巻：54-100 号〈明治 27.1-28.12〉）［1990.2］4-87236-070-2　　96,117円

　● 3 回	8 巻（18-25 巻：101-147号〈明治 29.1-30.12〉）［1990.6］4-87236-071-0　　95,146円

　● 4 回	8 巻（26-33 巻：148-195号〈明治31.1-32.12〉）［1990.12］4-87236-072-9　　95,146円



51※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

　● 5 回	8 巻（34-41巻：196-243号〈明治33.1-34.12〉）［1991.9］4-87236-073-7　　95,146円

　● 6 回	9 巻（42-50 巻：244-13 年 24号〈明治35.1-36.12〉）［1992.2］4-87236-074-5　　96,117円

　●7回	8 巻（51-58 巻：14 年1号 -15 年12号〈明治37.1-38.12〉）［1992.11］4-87236-075-3　　96,117円

　● 8 回	8 巻（59-66 巻：16 年1号 -17年12号〈明治39.1-40.12〉）［1993.6］4-87236-076-1　　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［1993.12］4-87236-077-X　　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［1988.6］A5 判　4-87236-040-0　　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〉

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［1987-88］A5 判（全 3回配本）　　258,000円

■〈小学校女教員→かがやき→教育女性、大正14.10- 昭和18.11〉。

　●1回	5 巻（1-5 巻）原誌 1-6 巻［1987.12］4-87236-033-8　75,000円　　● 2 回	7巻（6-12 巻）原誌 7-13 巻［1988.5］4-87236-034-6　98,000円

　● 3 回	6 巻（13-18 巻）原誌 14-19 巻・別巻［1988.12］4-87236-035-4　85,000円

日本の婦人雑誌　全 50冊・別巻1　中嶌邦監修［1986.10］4-87236-022-2　　130,000円

■明治期 50誌の創刊号を完全複製（原本に準ずる）。

近代婦人雑誌目次総覧　全 15 巻　近代女性文化史研究会編［1985-86］A5 判（全 3回配本）　　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　　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　　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　　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〉

❖　福祉・看護・医学　❖

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　［2016.3］B5 判 150頁　978-4-283-01325-4　　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 福祉に生きる　企画・編集：津曲裕次・一番ヶ瀬康子　［1998-2015］B6 判・平均 250頁　各2,000円　【69 巻以降〈大空社出版〉刊】

■全巻書き下ろし。日本の福祉を支えてきた先人のことが容易に理解できるよう、読みやすい文章と活字。年譜・参考文献付。〔著者〕

1. 山高しげり〔鈴木聿子〕［1998.11］4-7568-0842-5　　2. 草間八十雄〔安岡憲彦〕［1998.11］4-7568-0843-3　　3. 岡上菊栄〔前川浩一〕［1998.11］

4-7568-0844-1　　4. 田川大吉郎〔遠藤興一〕［1998.11］4-7568-0845-X　　5. 糸賀一雄〔野上芳彦〕［1998.11］4-7568-0846-8　　6. 矢吹慶輝〔芹川博道〕

［1998.11］4-7568-0847-6　　7. 渡辺千恵子〔日比野正己〕［1998.11］4-7568-0848-4　　8. 高木憲次〔村田茂〕［1998.11］4-7568-0849-2　　9. アーノルド・

トインビー〔高島進〕［1998.11］4-7568-0850-6　　10. 田村一二〔野上芳彦〕［1998.11］4-7568-0851-4　　11. 渋沢栄一〔大谷まこと〕［1998.11］4-7568-

0852-2　　12. 塚本哲〔天野マキ〕［1998.11］4-7568-0853-0　　13.ジョン・バチラー〔仁多見巌〕［1998.11］4-7568-0854-9　　14. 岩永マキ〔米田綾子〕［1998.11］

4-7568-0855-7　　15.ゼノ神父〔枝見静樹〕［1998.11］4-7568-0856-5　　16.ジェーン・アダムズ〔木原活信〕［1998.11］4-7568-0857-3　　17. 渡辺海旭〔芹

川博道〕［1998.11］4-7568-0858-1　　18.ピアソン宣教師夫妻／佐野文子〔星玲子〕［1998.11］4-7568-0859-X　　19. 佐藤在寛〔清野茂〕［1998.11］

4-7568-0860-3　　20.シャルトル聖パウロ修道女会〔泉隆〕［1998.11］4-7568-0861-1　　21. 海野幸徳〔中垣昌美〕［1999.11］4-7568-0900-6　　22. 北原

怜子〔戸川志津子〕［1999.11］4-7568-0901-4　　23. 富士川游〔鹿嶋海馬〕［1999.11］4-7568-0902-2　　24. 長谷川良信〔長谷川匡俊〕［1999.11］4-283-

00084-1　　25. 山谷源次郎〔平中忠信〕［1999.11］4-7568-0904-9　　26. 安達憲忠〔佐々木恭子〕［1999.11］4-7568-0905-7　　27. 池上雪枝〔今波はじめ〕

［1999.11］4-7568-0906-5　　28. 大江卓〔鹿嶋海馬〕［1999.11］4-7568-0907-3　　29. 生江孝之〔小笠原宏樹〕［1999.11］4-7568-0908-1　　30. 矢嶋楫子〔今

波はじめ〕［1999.11］4-7568-0909-X　　31. 山室機恵子〔春山みつ子〕［1999.11］4-7568-0910-3　　32. 山室軍平〔鹿嶋海馬〕［1999.11］4-7568-0911-1　

33. 林歌子〔佐々木恭子〕［1999.11］4-7568-0912-X　　34. 奥むめお〔中村紀伊〕［1999.11］4-7568-0913-8　　35. エベレット・トムソン／ローレンス・トム

ソン〔阿部志郎・岸川洋治〕［1999.11］4-7568-0914-6　　36. 荒崎良道〔荒崎良徳〕［2001.07］4-283-00066-3　　37. 瓜生イワ〔菊池義昭〕［2001.12］

4-283-00067-1　　38.中村幸太郎〔桑原洋子〕［2001.12］4-283-00068-X　　39. 久布白落實〔高橋喜久江〕［2001.07］4-283-00069-8　　40. 三田谷啓〔駒

松仁子〕［2001.07］4-283-00070-1　41. 保良せき〔相澤譲治〕［2001.12］4-283-00071-X　　42. 小池九一〔平中忠信〕［2001.12］4-283-00072-8　　43. 大

石スク〔坂本道子〕［2001.12］4-283-00073-6　　44. 宋慶齢〔沈潔〕［2001.12］4-283-00074-4　　45. 田中豊／田中寿美子〔川村邦彦・石井司〕［2001.12］

4-283-00075-2　　46. 萬田五郎〔清宮烋子〕［2001.07］4-283-00076-0　　47.吉見静江〔瀬川和雄〕［2001.07］4-283-00077-9　　48. 川田貞治郎〔吉川か

おり〕［2001.12］4-283-00078-7　　49. 石井筆子〔津曲裕次〕［2001.12］4-283-00085-X　　50. 大坂鷹司〔小松啓・本田久市〕［2001.12］4-283-00080-9

51. 石井亮一〔津曲裕次〕［2002.04］978-4-283-00583-9　　52. 長谷川保〔小松啓〕［2008.11］978-4-283-00584-6　　53. 姫井伊介〔杉山博昭〕［2008.11］

978-4-283-00585-3　　54. 若月俊一〔大内和彦〕［2008.11］978-4-283-00586-0　55. 江角ヤス〔山田幸子〕［2008.11］978-4-283-00587-7　　56. 森章二〔飯

尾良英〕［2009.06］978-4-283-00589-1　　57. 近藤益雄〔清水寛〕［2010.10］978-4-283-00590-7　　58. 長沢巌〔長沢道子〕［2010.10］978-4-283-

00591-4　　59. グロード神父〔白石淳〕［2011.03］978-4-283-00592-1　　60. 奥田三郎〔市澤豊〕［2011.05］978-4-283-00593-8　61. 永井隆〔山田幸子〕［2011.08］

978-4-283-00594-5　　62. 髙江常男〔佐藤勝彦〕［2012.10］978-4-283-00596-9　　63. 大場茂俊〔大場光〕［2013.07］978-4-283-00597-6　　64. 小林運

平／近藤兼市〔佐藤忠道〕［2013.10］978-4-283-00598-3　　65. 奥村多喜衛〔中川芙佐〕［2013.12］978-4-283-00599-0　　66. 菊田澄江〔遠藤久江〕［2014.5］
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学



52 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

978-4-283-00600-3　　67. 原崎秀司〔中嶌洋〕［2014.10］978-4-283-01441-1　　68. 平野恒〔亀谷美代子〕［2015.11］978-4-283-01442-8

【69 巻以降〈大空社出版〉刊】

Takie Okumura A Life Lived in Service to Japanese in Hawaii　　Fusa	Nakagawa（中川芙佐）著/	Kenneth	Paul	Reddington 訳　［2015.6］B6 判　

186頁　978-4-283-01314-8　　1,200円　　■『シリーズ福祉に生きる65奥村多喜衛』の英訳版。

絆を伝えるソーシャルワーク入門 社会福祉・児童家庭福祉・相談援助のサブテキスト　宮武正明著［2015.4］A4 判 220頁　978-4-283-01312-4　2,100円

■福祉の現場で様々な課題に取り組んできた著者が、自らの豊かな体験を次世代につなぐ実践の書。対人社会サービス、社会福祉援助の実践活動に今すぐ

役立ち、常に手元に置きたい「生きたテキスト」。　【改訂版〈大空社出版〉2018.4 刊】

雑誌『養護／学童養護』　全 9巻・別巻1　瀧澤利行・七木田文彦編集［2014-15］A5 判（全 3回配本）978-4-283-01021-5　　208,600円

《パンセ学術図書販売　専売商品》

■〈帝国学校衛生会、昭和 3.11-12.12〉。昭和初年、学校衛生の動向・実態を生き生きと伝え、学校保健・養護教諭制度の成立と展開を知る唯一の貴重な

資料群を初複刻。原版所蔵機関は極めて少ない稀覯雑誌。

　●1回	4 巻（1-4 巻：「養護」昭和 3.11-7.12）［2014.1］978-4-283-01022-2　　90,000円		

　● 2 回	5 巻（5-9 巻：「学童養護」昭和 8.1-12.12）［2014.6］978-4-283-01023-9　　110,000円		

　● 3 回	 1巻（別巻：『雑誌「養護」の時代と世界　学校の中で学校看護婦はどう生きたか』〈瀧澤利行・七木田文彦・竹下智美著〉・総目次・索引〈人名・

機関名・事項別〉）400頁［2015.3］978-4-283-01024-6　　8,600円

作業療法士養成への遥かな道のり 作業療法士養成における生活支援業務と治療訓練業務との乖離〈長崎純心大学人間文化研究論文叢書 3〉　長尾哲男著　

［2014.11］B5 判 120頁　978-4-283-00959-2　　3,500円

■この人にしか語り得ない実践の記録と“今”福祉・医療・介護関係者が謹聴すべき将来への警鐘。

介護職養成教育における専門性の形成 教育カリキュラムの分析を通して〈長崎純心大学人間文化研究論文叢書 2〉　荏原順子著　［2014.5］B5 判 180頁　978-

4-283-00958-5　　3,500円

■介護福祉草創期から介護関連職の養成に携わってきた著者が、大学・短大・専門学校や各種講習会の介護職要請課程カリキュラムを幅広く収集し、時系列・

数量的分析で専門職の形成過程を明らかにする。

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［2013.11］A5 判 250頁　978-4-283-0800-7　　6,500円

■川田の教育的治療学の体系化過程の全貌が初めて提示された、戦後における障害児者教育・福祉史研究の到達点の一つ。

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［2012.8］

A5 判 148頁　978-4-283-01011-6　　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。

介護施設の経営と管理 介護施設管理士養成講座標準テキスト　　介護施設管理士養成講座編集委員会監修　［2012.4］B5 判 230頁　978-4-283-

00796-3　　7,000円

■介護サービス全般の基本を理解し、事業運営に必要な知識・ノウハウを実践的に学べる実務書。

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［2012］A5 判 200頁　978-4-283-00797-0　　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。

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［2011.12］B5 判 1850頁　978-4-283-00700-0

　　48,000円

■一民間施設の百二十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。

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［2011.7］B5 判 170頁　978-4-283-00957-8

　　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。

症状の表と裏 米国医師 1500 の臨床提案 Symptoms:Their Causes & Cures　　Prevention	Magazine	Health	Books編集部著／アプライ編集部編訳〔ア

プライ発行［2009］、大空社発売〕四六倍判変形 576頁　　12,000円

■セルフメディケーションの本場アメリカで最も親しまれている実用的健康ガイドを完全翻訳。

福祉の伝道者・阿部志郎　大内和彦著［2006.8］A5 判 280頁　4-283-00462-6　　1,905円

■福祉の本質は社会悪への抵抗…半世紀にわたる現場での実践と哲学。

痛いの、痛いの、飛んでゆけええええ　不登校 ひきこもり　サーシャ浅沼著［2005］　4-283-00457-X　　1,300円

■不登校の子どもを持った父親からのメッセージ。

ビー玉の記憶　徳永純三郎著［2002］四六判 360頁　4-283-00204-6　　3,600円

■精神科医40 年をすごした著者の論考・講演録。

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　［2001］A5 判　4-283-00193-7

　　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…。

叢書 盲人たちの自叙伝　全 60 巻・別冊3　谷合侑監修［1997-98］A5 判（全 3回配本）　　342,858円

■闇から光へ、絶望から愛へ、一人の人間の魅力の生 し々い記録、波乱に満ちた半生のかずかず。※点字本ではありません。

　●1期	20 巻（1-20 巻）・別冊1［1997.10］4-7568-0438-1　　114,286円

1. 高木正年自叙伝〈横山健堂、昭和 7〉　　2. 一粒米（復刻増補版）〈森盲天外、平成 2〉　　3. ぶつかって、ぶつかって。全盲の弁護士〈竹下義樹、昭和

63〉　　4. 主はわが光〈好本督、昭和 56〉　　5. 薄命の記憶	盲人牧師の半生〈熊谷鉄太郎、昭和 35〉　　6.盲目の恩寵	盲人牧師の記録〈石松量蔵、昭和

40〉　　7. 試練を越えて〈近藤正秋、昭和 49〉　　8. 雑草に支えられて〈中道益平、昭和 42〉　　9.この人びとに青い鳥を〈長谷部薫、昭和 46〉　　10. 手の

中の顔　「視覚障害者の自立」の夢を追いつづけた失明者の記録〈松井新二郎、平成 2〉　　11.ぐち〈本間昭雄、昭和 55〉　　12. 光は失われても	盲人教授



53※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

奮闘記〈田村洋幸、昭和 56〉　　13. 心に愛の星を見つめて〈関幸代、昭和 41〉　　14. あの夏の朝から	手と光を失って30 年〈藤野高明、昭和 56〉　　

15. 大利根の流れに沿うて〈坂本勉、昭和 63〉　　16. 手さぐりの旅路（改訂版）〈竜鉄也、平成 2〉　　17. たとえ光は失われても〈中川童二、昭和 34〉　　

18. 指が目になった	ある全盲画家の半生〈鈴木敏之、昭和 45〉　　19. 春は残酷である	スモン患者の点字手記〈星三枝子、昭和 52〉　　20. 見えなくても・

愛盲の妻として、母として〈河辺豊子、昭和 58〉

　● 2 期	20 巻（21-40 巻）・別冊1［1998.3］4-7568-0439-X　　114,286円

21. 光は闇より（新版）〈岩橋武夫、平成 4〉/母・妹・妻	女性に與ふ〈岩橋武夫、昭和15〉/菊と薊と灯台〈岩橋きを、昭和 44〉　　22. 光ある記録	わが

六〇年のあゆみ〈田辺建雄、昭和 63〉　　23. ゆ・け・に・ど・め／緑の雨音	木村龍平遺稿集〈木村龍平、平成 7〉　　24. 三死一生	大村善永自叙伝〈大村

善永、昭和 63〉　　25. 社会と私	見えないこと〈海老名正吾、昭和 55〉　　26. 海人遺稿〈明石海人、昭和14〉　　27. この棘あればこそ〈磯部昭介、昭和

49〉　　28. ハーモニカの歌〈近藤宏一、昭和 54〉　　29. 点字と共に〈金夏日、平成 3〉　　30. 悲しみの向こうに〈田中浩三、平成 9〉　31. 人生はドラマ	光

は失われても〈成尾正昭、昭和 57〉　　32. いのちの交換テープ	小児糖尿病で光を失った二人・愛の全記録〈田吹かすみ・小木曽和久、昭和 62〉　　33. 虹

になりたい	ヘレン・ケラーと張り合う母の手記〈御所園悦子、平成 6〉　　34. ぼくは盲導犬チャンピイ〈河相洌、昭和 42〉/盲導犬よもやま話〈河相洌、平

成 9〉　　35. ベルナのしっぽ（第9刷）〈郡司ななえ、平成 9〉　　36.盲導犬フロックスの思い出〈福沢美和、平成 2〉　　37.ピレネーを越えて	典子とコーラ

ルのスペイン留学〈赤澤典子、昭和 59〉　　38. 若い旅びとの歌	ギターと愛と盲導犬と〈大野秋好、昭和 41〉　　39.盲目〈森赫子、昭和 33〉　　40. 赤い川〈天

野暁子、昭和 56〉

　● 3 期	20 巻（41-60 巻）・別冊1［1998.9］4-7568-0440-3　　114,286円

41. 評論集「光よ照らせ」（新組）〈中村京太郎〉/中村京太郎	目を閉じて見るもの〈阿佐博、昭和 62〉　　42.すてびやく（再版）〈鳥居篤治郎、昭和 56〉/

随筆・紀行〈鳥居篤治郎、平成 6〉　　43. 見えない目で見る。たった一人の全盲市議	山内つねゆき奮せん記〈山内常行、昭和 62〉　　44. あめにたから	盲

人牧師大橋五男の生涯〈大橋寛政、昭和 39〉　45. 闇に閃く聲なき聲（五版）〈新里貫一、昭和11〉　　46. 白い杖に頼りつつ〈三原時信、昭和 37〉　　47. 行

く先を知らないで（五版）〈青木優、昭和 57〉　　48. 愛の泉〈佐藤大和、昭和 60〉　　49.十字架のもとに〈松本馨、昭和 62〉　50. ああ	この速さ・この広

さ	言いたいこと・聞きたいこと〈河野憲利、平成 2〉　　51. 光うすれいく時	明治の盲少年が教師になるまで〈栗原光沢吉、平成 5〉/点字器との歩み〈栗原

光沢吉、昭和 63〉　　52. 孤独と誤解に耐えて　欠点と疎外に生きる工夫〈畑美喜三、昭和 41〉　　53. 妻の手を杖にして〈斎藤通雄、昭和 51〉　　54. わが

心の風景　白杖エッセイ〈松本昌三、平成 5〉　　55. 手のひらで知る世界〈石井康子、昭和 59〉　　56.ロバータ	さあ歩きましょう〈佐々木たづ、昭和 39〉　

57.音景色〈村上八千代、昭和 58〉　　58. 全盲先生	海外ひとり旅	ノーマライゼーション先進国をゆく〈高田剛、平成 8〉　　59. 神が書かせた思い出	全盲

女性のアメリカ留学〈武井イネ、昭和 50〉　　60. 出会いのカリフォルニア	盲導犬ユリアと私のアメリカ留学記〈児玉聖子、昭和 63〉

ボランティア　全 11巻・別巻1　［1996-97］B5 判（全 2回配本）　　185,000円

■真のボランタリズム精神を伝える先駆的雑誌〈富士福祉事業団、昭和 41.5-63.12〉。

　●1回	6 巻（1-6 巻〈昭和 41.5-53.11〉）［1996.12］4-7568-0332-6　　95,000円

　● 2 回	5 巻（7-11巻〈昭和 53.12/54.1合併号 -63.12〉）・別巻（解説・総目次・執筆者索引）［1997.7］　4-7568-0567-1　　90,000円

精神衛生　全 9巻　秋元波留夫解説　［1996］B5 判　4-7568-0304-0　　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）。

壽老人かるた　鈴木みさを著［1996］4-7568-0303-2　　971円

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［1994］B5 判　4-87236-935-1　　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）

図説 日本の“医”の歴史　全 2巻　小池猪一著［1993］A4 判　4-87236-850-9　　46,602円

家庭学校の同行者たち　土井洋一著　［1993］B5 判 270頁　4-87236-841-X　　8,252円

■留岡幸助が明治時代に創設した私立感化院「家庭学校」。付・関連人物事典（191人収載）

近代日本養生論・衛生論集成　全 20 巻・別巻1　瀧澤利行編［1992-93］A5 判（全 2回配本）　　230,098円　　《パンセ学術図書販売　専売商品》

■生を養う＝養生、生を衛る＝衛生。健康で豊かな社会、医療保健文化の形成と今後を考えるための必読重要文献。

　●1期	12 巻（1-12 巻）［1992.10］4-87236-254-3　　126,214円

［総論編］　1. 民家日用養生新論〈江守敬寿・大川渉吉、明治 7〉/養生心得草〈冷泉豊亮、明治 7〉/養生のすゝめ〈浦谷義春、明治 9〉　　2. 民間四季養

生心得〈太田雄寧、明治10〉/養生談〈斎藤隆哉、明治11〉/養生訓蒙〈神戸文哉、明治11〉/養生訓蒙〈山崎慎一、明治12〉/衛生新論〈スロイス述・稲坂

謙吉記、明治12〉　　3. 衛生汎論〈チーゲル・大井玄洞訳、明治13〉　　4. 養生談〈松山惟忠、明治13〉/通俗養生訓蒙〈安田敬斎、明治13〉/衛生摘要〈近

藤鉂、明治13〉/衛生要論〈田中亀吉、小川鏡三郎、明治13〉　　5. 衛生手引草〈中金正衡、明治13-14〉/衛生要旨〈猪原徳太郎、明治15〉　　6. 新編養

生訓〈鈴木玄竜・近藤清竜記、明治19〉/衛生新論〈福地復一、明治 21〉　　7. 衛生要談〈江守敬寿、明治 22〉　　8. 衛生制度論〈後藤新平、明治 23〉　9. 国

家衛生原理〈後藤新平、明治 22〉/一夕養生談〈紅杏華館主人（宮尾重）、明治 24〉/養生新論〈伊東重、明治 25〉/養生哲学〈伊東重、明治 30〉　　

10. 新編養生訓〈宮入慶之助、明治39〉/養生新論〈細川潤次郎、明治43〉

［飲食編］　11. 衛生攬要	上篇〈渡辺定・武昌吉、明治13〉/通俗飲食養生鑑〈原田貞吉、明治13〉/養生瑣言〈小川精一郎、明治 29〉　　12. 食物養生法〈石

塚左玄、明治31〉/簡明食養論〈金木三郎・鳥居春洋増補、明治32〉/衛生飲食調理法〈阪本隆哉、明治36〉

　● 2 期	8 巻（13-20 巻）・別巻［1993.4］4-87236-255-1　　103,884円

［育児・小児保健編］　13.子育草養生論〈岡田良策、明治18〉/ はゝ のつとめ	増補訂正第2版〈三島通良、明治 23〉/育児談〈足立寛、明治34〉/育児論〈寺

田勇吉、明治 25〉/育児必携〈中井竜之助、明治 29〉　　14. 医学的教育的小児衛生学〈沢木伊重、明治35〉/通俗小児衛生学〈小林信義、明治36〉

［家庭衛生編］　15. 家庭衛生論〈山本与一郎、明治 21〉/家庭衛生〈明治 27〉/家事衛生〈三宅秀、明治34〉　　16. 通俗家庭衛生学〈森田忠諒、明治38〉

/女子の衛生〈下田歌子、明治39〉　　17. 児童教育家庭衛生〈川瀬元九郎、明治41〉/婦人の家庭衛生〈緒方正清、明治42〉　　18. 新編家庭衛生〈石原喜

久太郎、明治41〉

［民間療法編］　19. 長生法〈石黒忠悳、明治 6〉/天寿要談〈佐々木猛綱、明治15〉/世俗日用摂生之早道〈棗才兵衛、明治15〉/摂生摘要〈桑原玄達、明

治16〉/民間衛生法〈内藤直之、明治 23〉　　20. 衛生手函〈岸田吟香、明治 23〉/通俗無病健全法〈健康老人、明治 26〉

　別巻「近代日本健康思想の成立」　4-87236-282-9　　7,767円

増補 石井亮一全集　全4巻　津曲裕次解説［1992.5］A5 判　4-87236-239-X　　36,894円

■全 3 巻〈石井亮一全集刊行会、昭和15〉に増補（『石井亮一伝』『滝乃川学園その日その日』など）。わが国精神薄弱児教育の創始者石井（1867-1937）。

滝乃川学園創立100周年記念出版。その理論・実践を知る基礎資料。

福
祉
・
看
護
・
医
学



54 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

老人問題研究基本文献集　全 29 巻・別1　小笠原祐次監修［1990-92］A5/A4/B5 判（全 3回配本）　　289,320円

■ますます重要になるテーマ「老人問題」。実践・思想の記録を網羅的に収集。解決策を探す宝庫。

　●1回	9 巻（1-9 巻）［1990.9］4-87236-149-0　　95,146円

1. 救護事業指針〈小沢一、昭和 9〉　　2. 浴風会十周年記念誌〈財団法人浴風会、昭和10〉　　3. 養老に関する我が国の古文献、思想及扶持制度〈財団法

人中央社会事業協会社会事業研究所、昭和13〉/養老年金制及一般養老施設資料〈財団法人中央社会事業協会社会事業研究所、昭和12〉　　4. 全国養

老事業調査	〈全国養老事業協会、昭和11・13・15〉　　5. 養老院と共に生きる（全 5集）〈川瀬専之助、昭和 27・28・30〉　　6. 保護施設取扱指針〈厚生省

社会局施設課、昭和 32〉　　7. 老後の生活はまもられるか〈住谷悦治・孝橋正一編、昭和 30〉　　8. 老人処遇〈川瀬専之助、昭和 33〉　　9. 新しい老人ホー

ム〈社会福祉事業振興会、昭和 39〉/保護施設実態調査解析書〈鶴田寛、昭和 31〉/老年医学の歴史〈尼子富士郎、昭和 42〉

　● 2 回	10 巻（10-19 巻）［1991.4］4-87236-168-7　　97,087円

10-12. 養老事業創刊 -34号〈全国養老事業協会、昭和 9-19〉　　13. 入園者概況第1-3 輯〈浴風会、昭和 2-3〉/老齢保護	第 4輯〈浴風会、昭和 3〉　　

14,15. 浴風園調査研究紀要第3・4・7・11・13・14 輯〈浴風会、昭和 6・7・9・11・13・14〉　　16-18. 浴風会事業報告昭和 4-18 年度〈浴風会、昭和 5-19〉　

19. 浴風会事業概要〈浴風会、昭和 6・7・10・13〉

　● 3 回	10 巻（20-29 巻）・別巻1［1992.3］4-87236-227-6　97,087円

20. 養老事業だより第1-17号	〈全国養老事業協会、昭和 21-31〉　　21,22. 老人福祉第18-44号〈全国養老事業協会、昭和 31-47〉　　23. 創立拾周年記念

誌（浴風園）〈財団法人浴風会、昭和10〉　　24. 養老新報第1-56号〈大阪養老院、明治36-41〉　　25,26. 大勧進邸内養育院「考課状・年報」明治16 年

上半期考課状 -第 49回年報〈大勧進邸内養育院、明治16-大正4〉　　27. 別府養老院年報大正14 年度-昭和16 年度〈別府養老院、大正15- 昭和17〉　

28. 佐世保養老院院報大正14 年度-昭和16 年度〈佐世保養老、大正15- 昭和16〉/東京養育院概要〈東京養育院、昭和13〉　　29. 高齢者に関する統計

的観察第1・2・3回〈中山福富、昭和 4・5・6〉/全国養老施設調査（昭和 24 年12月末現在）〈全国養老事業協会、昭和 25〉/全国養老施設一覧（昭和 27

年 8月1日現在）〈全国養老事業協会、昭和 27〉/明るい養老事業〈中央社会福祉協議会、未詳〉　　別巻（解説書）

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［1990-91］A5 判（全 2回配本）　　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の歴史が俯瞰できる。

　●1期	6 巻（1-6 巻）・別巻1［1990.6］4-87236-137-7　　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［1991.3］4-87236-164-4　　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）

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［1993］B5 判　4-87236-274-8　　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）

現代日本看護名著集成　全 14巻・別巻1　坪井良子監修［1993-94］A5 判（全 2回配本）　　265,000円	 《パンセ学術図書販売　専売商品》

■戦後から今日までの重要名著。

　●Ⅰ期	7巻（1-7巻）978-4-283-01317-9　　115,000円

1. 看護学	上巻〈庄司義治、昭和 24〉　　2. 看護学	中巻〈庄司義治、昭和 24〉　　3. 看護学	下巻〈庄司義治、昭和 25〉　　4. 新旧対照保健婦助産婦看護

婦令解説〈松下廉蔵、昭和 23〉/保健婦助産婦看護婦と法律〈曽根田郁夫、昭和 26〉　　5. 病院勤務看護婦業務指針〈厚生省医務局看護課、昭和 24〉/

ＷＨＯ看護管理ゼミナール記録〈永野貞ほか、昭和 38〉　　6. 病院診療所の看護婦 -労働実態調査報告〈労働省婦人少年局、昭和 26〉/派出看護婦の実

情 -派出看護婦労働実態調査報告〈労働省婦人少年局、昭和 27〉　　7. 看護婦学校教科内容参考書〈看護専任教員同窓会、昭和 29〉/日本看護制度史年

表〈厚生省医務局、昭和 35〉

　●Ⅱ期	7巻（8-14 巻）・別巻 978-4-283-01313-1　　150,000円

8. 看護実習図説 1・2〈看護学研究会、昭和 26〉　　9. 看護実習図説 3・4〈看護学研究会、昭和 26〉　　10. 最新看護学教程	上巻〈美濃口玄・後藤光治、

昭和 30〉　　11. 最新看護学教程	中巻〈美濃口玄・後藤光治、昭和 30〉　　12. 最新看護学教程	下巻〈美濃口玄・後藤光治、昭和 31〉　　13. 病院看護の

諸問題〈日本病院協会、昭和 37〉/看護労働の諸問題〈菅谷章、昭和 40〉　　14. 看護婦の労働条件と雇用状態　国際労働機構調査〈日本看護協会、昭和

39〉/保健婦・助産婦・看護婦の休暇・休日・休憩に関する実態〈日本看護協会調査、昭和 39〉　　別巻（解説書）

近代日本看護名著集成　全 18 巻・別巻1　坪井良子編　［初版1988.11,1989.5／再版 2014.4］A5 判　978-4-283-01025-3　　220,000円

■明治以降、昭和 20 年に至る文献から貴重かつ重要な19点 24冊を厳選。稀覯書多数。	 《パンセ学術図書販売　専売商品》

1. 看護心得〈太田雄寧、明治10〉/看病要法〈ウイリアム・アンデルソン著・海軍医務局訳、明治12〉　　2. 陸軍看護学修業兵教科書〈明治 23〉　　3.普通

看病学〈ビルロート著・佐伯理一郎訳、明治 28〉　　4. 看病の心得〈平野鐙、明治 29〉　　5. 実用看護法〈ヘレン・イー・フレーザー著・成瀬四寿訳、明治 29〉

6.日本赤十字社看護学教程〈日本赤十字社、明治 29〉　　7. 派出看護婦心得〈大関和、明治35〉/実地看護法〈大関和、明治41〉/看護婦の友	看護日誌



55※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

摘要字引〈山上歌子、明治40〉　　8.甲種看護教程	上〈日本赤十字社、明治43〉　　9.甲種看護教程	下〈日本赤十字社、明治43〉　　10. 看護の栞〈フロ

レンス・ナイチンゲール著・岩井禎三訳、大正 2〉　　11. 看護婦〈小池金之助、大正4〉/小児看護の栞〈弘田長、大正4〉　　12. いろは索引	看護婦用語

辞林〈奥田鶴代子、大正6〉　　13. 看護学教科書	上・下〈井口乗海、大正12〉　　14. 看護学教程草案	救護看護婦用	第1巻〈日本赤十字社、昭和12〉　

15. 看護学教程草案	救護看護婦用	第 2巻〈日本赤十字社、昭和12〉　　16. 看護学教程草案	救護看護婦用	第 3巻〈日本赤十字社、昭和12〉　　17. 看

護婦養成の実際〈西尾幾治、昭和14〉　　18. 看護学と保健学〈倉田包雄、昭和19〉　　別巻（解説）

❖　体育・スポーツ　❖

中高年のための若返り健康体操　ＶＨＳビデオ 3巻　湯浅景元監修［2004］4-283-00145-7　　10,000円

プロ野球と野球場 野球を愛する人々への提言　沢柳政義著［2003］A4 判 210頁　4-283-00149-X　　5,000円

近代日本女子体育スポーツ文献目録 1876 ～ 1996　掛水通子編［1999］A5 判 324頁　4-7568-0960-X　　3,200円

■明治初期から1996 年までの女子体育・スポーツ書 1804 点を収録。近代日本女子体育の歩みが体系的に概観できる。

現代舞踊教育学 舞踊の世紀　秋葉尋子著［1998］A5 判 200頁　4-7568-0817-4　　2,500円

栄光のラガーマン ニック・ファー・ジョーンズ　Ｐ・フィツサイモンズ著／安部泰人・佐野広政訳［1997］A5 判 280頁　4-7568-0445-4　　1,524円

スキー・トレイン・テクニック もっと華麗に、もっと速く・しなやかに !　ビギナーからエキスパートまで　　高橋一栄著［1997］四六判160頁　4-7568-

0446-2　　1,714円

戦後体育基本資料集　全44巻・別巻1　木下秀明監修［1995-96］A5 判（全 3回配本）　　388,350円	 《パンセ学術図書販売　専売商品》

■現代体育・スポーツの出発点をマルチに解き明かす画期的集成。	

　●1期	15 巻（1-15 巻）［1995.6］4-7568-OO75-0　　145,631円

1. 体育学の課題〈前川峯雄、昭和 23〉　　2. これからの体育〈大谷武一、昭和 23〉/体育講座〈逓信省労務局、昭和 23〉　　3. 遊戯よりスポーツへの発展

的指導法〈東京学芸大学体育研究会、昭和 25〉　　4. スポーツマン・ノート〈斎藤正躬、昭和 23〉/スポーツに学ぶ〈天野貞祐、昭和 26〉　　5. 学校体育関

係法令並びに通牒集付体育関係参考資料〈学校体育研究同好会、昭和 24〉/体育制度〈栗本義彦、昭和 24〉　　6. 全国体育施設一覧〈文部省社會教育局

運動厚生課、昭和 25〉　　7. 運動場の施設と用具の規格類集〈吉田清、昭和 26〉/体育管理〈宮畑虎彦、昭和 27〉　　8. 公民教育講座	第 4 集	体育運動

編〈社会教育協会、昭和 23〉　　9. 社会体育指導要項〈文部省、昭和 26〉/社会体育実態調査	第1集〈文部省、昭和 26〉　　10. スポーツ医学概論〈斎藤

一男・佐藤宏、昭和 24〉/身体適性〈白井伊三郎、昭和 26〉　　11. スポーツ・バッジ・テスト要項〈日本体育協会、昭和 24〉/スポーツ・バッジ・テスト必

携	開催のし方と受け方〈吉田清、昭和 25〉　　12. 体育の検査と測定〈今村嘉雄、昭和 23〉　　13. 大日本体育協会史	補遺	上〈大日本体育会、昭和 21〉　

　14. 二十世紀日本文明史	体育五十年〈竹之下休蔵、昭和 25〉　　15.日本体育史〈今村嘉雄、昭和 26〉

　● 2 期	15 巻（16-30 巻）［1996.1］4-7568-0076-9　　126,214円

16. 近世日本体育概史〈今村嘉雄、昭和 23〉　　17. 西洋体育史	上〈今村嘉雄、昭和 23〉　　18. 西洋体育史	下〈今村嘉雄、昭和 23〉　　19. アメリカの体育〈竹

中玉一、昭和 22〉/世界のスポーツ界〈岡部平太、昭和 23〉　　20. アメリカの体育と健康教育〈小沢謙一、昭和 25〉　　21. 新しい小学校の体育〈高田通、

昭和 22〉　　22.中学校の体育	新しい指導のありかた〈高田通・佐々木吉蔵・山田光、昭和 22〉　　23. 学校体育指導要綱解説	総説編〈大谷武一、昭和

22〉、球技編〈鶴岡英吉、昭和 22〉、体操編〈遠山喜一郎・本間茂雄、昭和 22〉　　24. 学校体育指導要綱解説	遊戯編〈今村嘉雄、昭和 22〉、陸上競技編〈野

口源三郎、昭和 22〉　　25. 学校体育指導要綱解説	ダンス編〈伊沢ヱイ、昭和 22〉、水泳編〈竹之下休蔵、昭和 22〉、衛生編〈岩原拓、昭和 22〉　　26. 体

育のカリキュラム〈竹之下休蔵、昭和 24〉　　27. 学習指導要領	小学校体育編〈文部省、昭和 24〉/中学校・高等学校学習指導要領	保健体育科・体育編〈文

部省、昭和 26〉　　28. 体育講話資料〈吉田清、昭和 24〉　　29. 教養としての体育概論〈栗本義彦・竹之下休蔵・江橋慎四郎、昭和 25〉　　30. 学校体育

概論〈全国学校体育研究会、昭和 25〉

　● 3 期	14 巻（31～ 44 巻）・別巻［1996.10］4-7568-0077-7　　116,505円

31. 体育科図説〈佐藤正・前川峰雄・石渡義一・畠中富久子、昭和 26〉　　32. 児童期の体育計画及調査編〈古屋三郎・宇土正彦、昭和 24〉　　33. 学校体

育の調査〈学校体育調査研究会、昭和 26〉　　34. 大学の正科体育〈体育日本社、昭和 27〉/大学体育講義要約〈日本体育学会、昭和 26〉　　35. 体育単元

の構成と展開〈丹下保夫、昭和 25〉　　36. 大学体育実態調査報告集	昭和 25年度〈文部省大学学術局大学課、昭和 26〉/学校身体検査統計学校衛生統

計調査報告書	昭和 24 年度〈文部省調査普及局、昭和 25〉/児童生徒の運動能力の発達	昭和 24 年度調査〈文部省初等中等教育局、昭和 25〉/わが国学

徒体位変遷の概要〈文部省初等中等教育局、昭和 26〉　　37. 校内競技の組織と運営	米国の校内競技〈野口源三郎・江尻容、昭和 23〉/新しい運動会〈森

田重利、昭和 24〉　　38. オリンピック大会と日本〈吉住晋作・石川太郎、昭和 26〉/オリンピック〈東京社会教育協会、昭和 27〉　　39. 第一回アジア競技

大会報告書〈日本体育協会、昭和 26〉　　40. 体操新書〈松延博、昭和 24〉/新しい小学校の遊戯〈野沢要助、昭和 22〉　　41. 小学校ダンスの実際指導〈鈴

木綾子、昭和 24〉　　42. スポーツ社会学〈加藤橘夫、昭和 26〉　　43. 体育科学〈東京大学総合研究会、昭和 24〉　　44. 体育の心理〈後藤岩男、昭和

24〉　　別巻（解説書）

女子体育基本文献集　全 22 巻・別巻1　片岡康子・輿水はる海・掛水通子監修［1994-95］A5 判（全 2回配本）　　281,553円

■近代体育生成以来の主要な女性体育文献を初めて精選集録。	 《パンセ学術図書販売　専売商品》

　●1期	10 巻（1-10 巻）［1994.6］4-87236-914-9　135,922円

1. 新奇女子遊戯法〈吉川政興、明治13〉/小学女子体操書〈松岡彪、明治19〉　　2.音楽応用女子体操遊戯法〈高橋忠次郎・依田直伊、明治33〉/新式女

子表情体操〈白井規矩郎、明治34〉　　3. 舞踏案内附舞踏曲〈鈴木米次郎、明治34〉/欧米各国舞踏大観〈長原政二郎、明治36〉　　4.女子適用ベースボー

ル法〈京都第一高等小学校、明治36〉/体育之理論及実際〈井口あくり、明治39〉　　5. 舞踏法初歩〈坪井玄道・可児徳、明治40〉　　6.女式武道〈山辺春

正、明治 40〉　　7. 体操通俗講話〈二階堂トクヨ、大正6〉　　8.女子体育状況調査〈文部省、大正 9〉　　9. 体育ダンス精義〈荒木直範、大正 12〉　　

10.女子体育〈文部省、大正12〉

　● 2 期	12 巻（11-22 巻）・別巻［1995.1］4-87236-915-7　　145,631円

11.女子の運動競技〈寺田瑛、大正12〉/最新　女子陸上競技法〈人見絹枝、大正15〉　　12.日本女子オリムピツク年鑑　大正一三年度〈中央運動社、大

正13〉　　13.女子競技〈三橋義雄、大正13〉　　14.女子体育学〈雑賀三省、大正13〉　　15. 唱歌遊戯〈戸倉ハル、昭和 2〉/学校ダンス〈戸倉ハル、昭和 6〉

16. 行進遊戯〈高橋キヤウ、昭和 4〉/体育ダンス〈伊沢ヱイ、昭和 6〉　　17.女子体育教科書〈上林英太、昭和 3〉/女学校における体操〈今井熊太郎、昭

和10〉　　18. 学校体育論(学校体育文庫　第2巻)〈藤村とよ、昭和 5〉　　19. 新しい体操への道〈大谷武一、昭和 5〉/学校舞踊	理論より創作へ〈印牧

季雄、昭和 8〉　　20.女性体育とダンス〈三浦ヒロ、昭和11〉　　21.女子体育〈佐々木等、昭和14〉　　22. 国民学校　薙刀精義〈園部繁八、昭和16〉　　

別巻（解説書）

社会体育スポーツ基本史料集成　全 20 巻・別巻1　木下秀明監修　［1992-93］A5 判（全 2回配本）　　228,155円

■狭義の学校教育から国家的広がりをもつ「社会体育スポーツ」へ。現代の要請に応える名著群。	 《パンセ学術図書販売　専売商品》

　●1期	10 巻（1-10 巻）［1992.3］4-87236-235-7　　121,359円

1.日本之体育〈日本体育会、明治36〉　　2. 理論実験競技運動〈武田千代三郎、明治37〉　　3.日本人の体格及体育〈陸軍戸山学校将校集会所、大正3〉　

4. 運動体育誌上展覧会〈内外教育資料調査会、大正11〉　　5. 国家及国民ノ体育指導〈岡千賀松、大正11〉　　6. 市民体育資料〈東京市役所、大正13〉　7. 運

動競技全書〈内務省、大正14〉　　8. 現代体育の施設と管理〈文部省、昭和 7〉　　9. 体力向上と体育運動〈栗本義彦、昭和15〉　　10. 産業体育と厚生産

業音楽〈中野完、昭和16〉
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56 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

　● 2 期	10 巻（11-20 巻・別巻）［1993.2］4-87236-273-X　　106,796円

11. 冬季に於ける体育的施設〈文部省、大正8〉/大正 7、8、9三箇年間に於ける全国夏季体育的施設〈文部大臣官房学校衛生課、大正11〉/各地方ニ於ケル

登山ニ適スル山嶽並海水浴場、水泳場ニ関スル概況〈内務省衛生局、大正11〉/各地方ニ於ケルスキ、スケート場ニ関スル概況〈内務省衛生局、大正13〉

12. 全国青年団之娯楽〈文部省普通学務局、大正9〉/全国青年団の訓練と体育〈文部省普通学務局、大正9〉　　13. 大正13年全国体育デー実施概況〈文

部大臣官房学校衛生課、大正14〉/東京市内体育運動施設調査　第二報(速報 )〈東京市役所保健局、昭和11〉/東京市内体育運動施設調査　第一報　

小学校に於ける体育運動施設の調査〈東京市役所保健局、昭和11〉/本邦ニ於ケル水泳プールニ関スル調査　昭和 8年 6月〈文部大臣官房体育課、昭和 9〉

/本邦一般社会ニ於ケル主ナル体育運動場調　昭和 8年 4月〈文部大臣官房体育課、昭和 9〉　　14. 本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査　昭和 5年〈文

部大臣官房体育課、昭和 6〉　　15. 本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査　昭和 7年〈文部大臣官房体育課、昭和 7〉/殖民地ニ於ケル体育団体ニ関ス

ル調査〈文部大臣官房体育課、昭和 7〉　　16. 本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査　昭和 8年〈文部大臣官房体育課、昭和 8〉　　17. 本邦ニ於ケル体

育運動団体ニ関スル調査〈文部大臣官房体育課、昭和 9〉/本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査　昭和12年〈文部大臣官房体育課、昭和12〉　　

18. アマチュアに関する規程集録　昭和 6年10月〈文部大臣官房体育課、昭和 6〉/アマチュアに関する規程集録　昭和 7年1月〈文部大臣官房体育課、昭

和 7〉　　19. 体育運動主事会議要録　自大正13年度至昭和14 年度〈文部大臣官房体育課、昭和15〉　　20. 体力向上施設参考資料	第一輯	公園其の他

体力向上施設概観〈厚生省体力局、昭和13〉/体力向上施設参考資料	第三輯	青年徒歩旅行と青年宿舎〈厚生省体力局、昭和13〉/体力向上施設参考資

料	第四輯	運動場及運動場公園〈厚生省体力局、昭和13〉/体力向上施設参考資料	第五輯	武道場及体育館〈厚生省体力局、昭和14〉/体力向上施設参

考資料	第六輯	児童公園〈厚生省体力局、昭和15〉/体力向上施設参考資料	第二輯	体育向上施設調　昭和15年10月改訂〈厚生省体力局、昭和15〉/

体力向上施設参考資料　第二輯　全国公園運動場調〈厚生省体力局、昭和13〉

最新 野球場大事典　沢柳政義著［1999］A4 判 280頁　4-283-00150-3　　20,000円

■「野球場大事典」のつづき。米大リーグを知らずに語れない日本野球。本拠地全球場と日米プロ機構、新設球場情報を詳説。

野球場大事典　沢柳政義著［1990］A4 判 750頁　4-87236-150-4　　33,981円

■国内245、アメリカ30、その他諸外国の大図鑑。その歴史・建設・管理運営・未来の概要。

余暇・娯楽研究基礎文献集　全 29 巻・別巻1　石川弘義監修［1989-90］A5 判（全 2回配本）　　233,010円

■余暇・娯楽・遊び・レクリエーション。大正から昭和前期にすでにあった研究蓄積を集成。

　●1期	14 巻（1-14 巻）［1989.09］4-87236-078-8　　116,505円

1. 民衆娯楽の基調〈権田保之助、大正11〉　　2. 映画劇と演劇〈橘高広、大正11〉　　3. 民衆娯楽の実際研究〈大林宗嗣、大正11〉　　4. 余暇生活の研究〈大

阪市社会部調査課、大正12〉　　5. 娯楽業者の群〈権田保之助、大正12〉　　6. 娯楽の研究〈中田俊造、大正13〉　　7. 活動狂の手帳〈橘高廣、大正13〉

8. 農民劇場入門〈中村星湖、昭和 2〉　　9. 現代娯楽の表裏〈橘高廣、昭和 3〉　　10. 民衆娯楽論〈権田保之助、昭和 6〉　　11. 村落劇場〈上田久七、昭

和 9〉12. 教育上より見たる娯楽と休養	上〈中田俊造、昭和 9〉　　13. 教育上より見たる娯楽と休養	下〈中田俊造、昭和 9〉　　14. 都市と農村の娯楽教育〈上

田久七、昭和13〉

　● 2 期	15 巻（15-29 巻）・別巻［1990.04］4-87236-079-6　　116,505円

15. 厚生運動概説〈磯村英一、昭和14〉　　16. 第一回日本厚生大会報告書〈日本厚生協会、昭和14〉　　17. 国民娯楽の問題〈権田保之助、昭和16〉　　

18. 国民演劇と農村演劇〈飯塚友一郎、昭和16〉　　19. 地方娯楽調査資料〈朝日新聞中央調査会、昭和16〉　　20.ナチス厚生団(KdF)〈権田保之助、昭和17〉

21. 国民厚生運動〈保科胤、昭和17〉　　22. 国民生活の構造〈篭山京、昭和18〉　　23. 移動演劇十講〈伊藤憙朔、昭和18〉　　24. 娯楽教育の研究〈権田

保之助、昭和18〉　　25.ドイツの健民運動〈近藤春雄、昭和18〉　　26. 芸能文化論〈飯塚友一郎、昭和18〉　　27. イタリアの厚生運動	ドーポラヴォーロ〈柏

熊達生、昭和18〉　　28. 厚生運動読本〈日本厚生協会、昭和19〉　　29. 共栄圏民族の厚生文化政策〈大林宗嗣、昭和19〉　　別巻（解説書）

運動界　全33 巻・別巻1　日本体育大学体育史研究室監修・解説［1986］A4/B5 判　4-87236-018-4　　54,000円

■〈運動界発行所、明治30.7-33.3〉。わが国最初の体育・スポーツ総合月刊誌。	

❖　思想・宗教　❖

「孫子」叢書　全 14巻　湯浅邦弘監修［2013-14］A5 判

■近代以降に日本人が読み継いできた代表的「孫子」の世界。

　●1回	6 巻（1-6 巻）［2013.6］978-4-283-01277-6　　95,000円

1. 支那文学講話　孫子〈尾池義雄（宜卿）、明治 43〉300頁　978-4-283-01271-4　10,500円　　2. 孫子新釈〈久保天随、明治 44〉250頁　978-4-283-

01272-1　9,200円　　3. 処世応用　孫子講話〈塚原靖（渋柿園）、大正4・5〉730頁　978-4-283-01273-8　25,000円　　4.古代東洋兵学孫子解説〈岡本茂、

昭和 4〉650頁　978-4-283-01274-5　23,000円　　5. 孫子の新研究〈阿多俊介、昭和 5（昭和 5再版）〉370頁　978-4-283-01275-2　13,500円　　6. 戦

綱典令原則対照　孫子論講〈尾川敬二、昭和 9（昭和11訂正三版）〉390頁　978-4-283-01276-9　13,800円

　● 2 回	8 巻（7-14 巻）［2014.2］978-4-283-01286-8　　90,000円

7. 孫子講義〈内藤耻叟『孫子講義』明治 24/ 西村豊『孫子・呉子講義』明治 27より〉290頁	978-4-283-01278-3　11,500円　　8. ポケット　孫子新釈〈中

村徳助、明治42〉210頁　978-4-283-01280-6　9,000円　　9. 訳註　孫子〈塚本哲三『七書・鬼谷子』漢文叢書、大正8より／児島献吉郎『七書・鬼谷子・

陸賈新語』国訳漢文大成経子史部第十巻、大正 10より〉230頁　978-4-283-01281-3　9,500円　　10. 孫子新註〈大谷光瑞、大正 15〉150頁　978-4-

283-01282-0　7,000 円　　11. 孫子夜話〈谷孫六、昭和 6〉310頁　978-4-283-01283-7　12,500 円　　12. 孫子解説〈北村佳逸、昭和 9（昭和 9 十版）〉

310頁　978-4-283-01284-4　12,500円　　13. 兵略政略外交の玄機を発揮せる	孫子の評釈〈坂井末雄、昭和10（昭和11年再版）〉270頁	978-4-283-

01285-1　11,000円　　14. 孫子〈桜井忠温、昭和10（昭和17年普及版五版）〉410頁　978-4-283-01276-9　17,000円

「菜根譚」叢書　全 17巻　湯浅邦弘監修［2012-14］A5 判

■近世から今日まで、時代を超えて生き続ける珠玉の処世訓。日本人とともに歩んだ150 年の軌跡を総覧する初の集成。

　●1回	7巻（1-7巻）［2012.10］978-4-283-01083-3　　92,800円

1. 菜根譚	（和刻本）／標註菜根譚〈汪乾初、文政 5（文政 8再刊）／東敬治、明治40（明治 42十版）〉220頁　978-4-283-01076-5　8,300円　　2. 菜

根譚通解〈河村北溟、明治 41（明治 41五版）〉310頁　978-4-283-01077-2　11,000 円　　3. 菜根譚講義〈山田孝道、明治 41（大正 2九版）〉450頁　

978-4-283-01078-9　15,500円　　4. ポケット菜根譚新釈〈竹子恭、明治43（大正 2五版）〉434頁　978-4-283-01079-6　15,000円　　5. ポケット	菜根

譚詳解講義〈久保天随、明治43（昭和 4十版）〉562頁　978-4-283-01080-2　19,200円　　6. 訓註	ポケット菜根譚〈笹川臨風・勝屋英造、明治43（明治

44 五版）〉246頁　978-4-283-01081-9　8,800円　　7. 菜根譚講話〈釈宗演、大正12（大正 13十版）〉434頁　978-4-283-01082-6　15,000円

　● 2 回	5 巻（8-12 巻）［2013.7］978-4-283-01089-5　　85,000円

8. 最新評註	菜根譚講義〈山崎精華、昭和 2〉380頁　978-4-283-01084-0　14,500円　　9. 菜根譚詳解〈新井石禅・佐藤黄揚、昭和 5（昭和 6十版）〉

470頁　978-4-283-01085-7　17,500 円　　10. 菜根譚講話〈荻原雲来・進藤進、昭和10（昭和 28十八版）〉450頁　978-4-283-01086-4　16,500円　　

11. 解説	菜根譚〈友田宜剛	、昭和13（昭和16三版）〉690頁　978-4-283-01087-1　25,500円　　12. 菜根譚百話〈佐藤武、昭和18〉290頁　978-4-283-

01088-8　11,000円

　● 3 回	5 巻（13-17巻）［2014.9］978-4-283-01095-6　　66,500円

13. 全釈	菜根譚	改訂版〈加藤咄堂、昭和15（昭和18年重版）〉470頁　978-4-283-01090-1　17,500円　　14. ポケット菜根譚〈五島慶太、昭和 27（昭和



57※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

27年四版）〉330頁　978-4-283-01091-8　12,500円　　15. 新釈菜根譚〈小和田武紀、昭和17（昭和19 年再版）〉400頁　978-4-283-01092-5　15,000円

16. 菜根譚新訳〈魚返善雄、昭和 23〉230頁　978-4-283-01093-2　9,000 円　　17. 菜根譚新講〈末政寂仙、昭和 31〉330頁　978-4-283-01094-9　

12,500円

「論語」叢書　全 28 巻［2011-15］A5 判

■近代日本人が培ってきた個性溢れるさまざまな論語。人生に“活かす”ための論語論。日本人論語の世界。

　●1回	6 巻（1-6 巻）［2011.10］978-4-283-00982-0　　99,800円

1.「論語」名家註釈書（一）論語古義（伊藤仁斎）／論語欄外書（佐藤一斎）〈関儀一郎、昭和 3〉450頁　978-4-283-00976-9　14,200円　　2.	 論 語

新註〈中村徳五郎、明治42〉250頁　978-4-283-00977-6　7,800円　　3. 論語心解〈西川光二郎、昭和 8〉700頁　978-4-283-00978-3　22,000円　　4. 論

語の新研究〈北村佳逸、昭和 8〉420頁　978-4-283-00979-0　13,200円　　5. 論語講義〈安井小太郎、昭和10〉910頁　978-4-283-00980-6　27,800円

6. 論語の組織的研究〈中島徳蔵、昭和16〉470頁　978-4-283-00981-3　14,800円

　● 2 回	6 巻（7-12 巻）［2012.5］978-4-283-00988-2　　121,500円

7.「論語」名家註釈書（二）論語語由（亀井南冥）／論語考文（猪飼敬所）／正平本論語札記（市野迷菴）〈関儀一郎、大正 11［大正 13 再版］〉430頁　

978-4-283-00983-7　13,500円　　8. 新論語〈成功雑誌社、大正11〉530頁　978-4-283-00984-4　17,000円　　9. 新訳	論語〈大町桂月、昭和 8〉860頁

978-4-283-00985-1　27,000円　　10,11. 解説批判	論語講義１・２（第10・11巻揃）〈経学攷究会、大正11〉700・660頁　978-4-283-00986-8　42,500円

12. 新明堂版	論語〈新明堂書店編輯部、昭和15〉690頁　978-4-283-00987-5　21,500円

　● 3 回	5 巻（13-17巻）［2013.1］978-4-283-00994-3　　98,000円

13.「論語」名家註釈書（三）論語繹解（皆川淇園）／論語集解攷異（吉田篁墩）〈関儀一郎、大正13（昭和 3再版）〉560頁　978-4-283-00989-9　18,500円

14. 渋沢子爵	活論語〈安達大寿計、大正 11〉330頁　978-4-283-00990-5　11,000 円　　15. 類別論語正解〈神作浜吉、昭和10〉1100頁　978-4-283-

00991-2　35,000円　　16. 系統的	論語講話〈柴原砂次郎、大正 2〉420頁　978-4-283-00992-9　14,000円　　17. ポケット	論語新釈〈小宮水心、明治

43（大正 15十三版）〉600頁　978-4-283-00993-6　19,500円

　● 4 回	6 巻（18-23 巻）［2013.12］978-4-283-01203-5　　111,000円

18.「論語」名家註釈書（四）論語逢原（中井履軒著）／読論語（広瀬淡窓著）〈関儀一郎、大正14（昭和 3再版）〉470頁　978-4-283-00995-0　16,000円

19. 四書新釈	論語上〈内野台嶺、昭和14〉520頁　978-4-283-00996-7　18,000円　　20. 四書新釈	論語下〈内野台嶺、昭和14〉560頁　978-4-283-

00997-4　19,000円　　21. ポケット論語註釈　附論語索引〈奥村恒次郎・浜野知三郎、明治42（明治 42四版）〉690頁　978-4-283-00998-1　23,000円

22. 手帖論語〈東洋倫理考究会、明治42（大正4百四十一版）〉450頁　978-4-283-00999-8　15,000円　　23. 政教より観たる論語新釈〈赤池濃、昭和 5〉

610頁　978-4-283-01000-0　20,000円

　● 5 回	5 巻（24-28 巻）［2015.7］978-4-283-01209-7　　78,500円

24.「論語」名家註釈書（五）論語徴（荻生徂徠著）／論語新註（豊嶋豊洲著）〈関儀一郎、大正15〉550頁　978-4-283-01204-2　19,000円　　25. 論語

全解〈島田鈞一、昭和 9〉500頁　978-4-283-01205-9　18,000円　　26. 昭和新訳	明解論語講話〈仁木松雄、昭和13（昭和16 再版）〉610頁　978-4-

283-01206-6　20,000円　　27. 平易に解いた	論語講話〈杉田篤、昭和16〉380頁　978-4-283-01207-3　13,000円　　28. 纂標	論語集註	修正版〈滝川

亀太郎、昭和16〉250頁　978-4-283-01208-0　8,500円

叢書 日本人論　全40 巻　南博監修・解説［1996-97］A5 判（全4回配本）　　421,709円

■明治 24 年～太平洋戦争終結まで、日本人とは何かを問い続けてきた先賢の記した41冊を収録。代表的日本人論集成。政治・経済・社会・教育・思想・

科学・芸術・生活・風俗…国民性理解に不可欠。

　●1回	9 巻（1-9 巻）［1996.1］4-283-00305-0　　93,204円

1.日本風俗改良論〈土肥正孝、明治 24〉160頁　4-7568-0271-0　4,854円　　2. 国民の真精神〈天眼子、明治 26〉180頁　4-7568-0272-9　5,825円　　

3.日本国民品性修養論〈苦楽道人、明治 36〉200頁　4-7568-0273-7　6,796円　　4.日本我〈遠藤隆吉、明治 45〉410頁　4-7568-0274-5　11,650円　

　5.日本人〈芳賀矢一、明治 45〉290頁　4-7568-0275-3　8,738円　　6. 世態人情論〈加藤咄堂、明治 45〉730頁　4-7568-0276-1　21,359円　　7. 地

人論〈茅原華山、大正 2〉340頁　4-7568-0277-X　9,709円　　8.日本国民性の研究〈野田義夫、大正 3〉350頁　4-7568-0278-8　　10,680円　　9.世

界心国家心個人心〈大嶋正徳、大正5〉480頁　4-7568-0279-6　13,592円

　● 2 回	9 巻（10-18 巻）［1996.6］4-283-00306-9　　116,505円

10. 珍ぶん感ぷん〈樋口麗陽、大正6〉380頁　4-7568-0280-X　11,650円　　11.日本国民性の研究（『解放』4月特大号）〈石川三四郎ほか、大正10〉660

頁　4-7568-0281-8　20,388円　　12.日本民族性概論〈佐藤正、大正 10〉410頁　4-7568-0282-6　12,621円　　13. 特殊性情国〈荒井陸男、大正 12〉

440頁　4-7568-0283-4　13,592円　　14. 国民性及び時代思想〈永井亨、大正15〉430頁　4-7568-0284-2　13,592円　　15.日本国民性の解剖〈大町桂月、

大正15〉380頁　4-7568-0285-0　11,650円　　16.日本的言行〈大川周明、昭和 5〉200頁　4-7568-0286-9　6,796円　　17.日本民族特殊性論〈渡辺亮

太郎、昭和 5〉320頁　4-7568-0287-7　10,680円　　18.日本国民性の史的研究〈坂井衡平、昭和 5〉530頁　4-7568-0288-5　15,534円

　● 3 回	10 巻（19-28 巻）［1997.1］4-283-00307-7　　109,000円

19.日本人の偉さの研究〈中山忠直、昭和 6〉380頁　4-7568-0289-3　　12,000円　　20. 国民精神新論	日本観念形態の研究〈山崎謙、昭和11〉310頁

4-7568-0290-7　10,000円　　21.日本の人的資源〈田中寛一、昭和16〉450頁　4-7568-0291-5　　14,000円　　22.日本的思惟の諸問題〈藤沢親雄、昭

和16〉370頁　4-7568-0292-3　11,000円　　23.日本文化の性格〈司法保護協会「昭徳」編輯部、昭和16〉410頁　4-7568-0293-1　13,000円　　24. 伝

統について〈野口米次郎、昭和18〉320頁　4-7568-0294-X　10,000 円　　25. 興国策としての人種改造〈海野幸徳、明治 44〉430頁　4-7568-0295-8　

13,000円　　26. 嗚呼西洋〈遠藤吉三郎、大正 2〉190頁　4-7568-0296-6　6,000円　　27. 国民性の上より観たる鏡の話〈石橋臥波、大正 3〉230頁　

4-7568-0297-4　7,000円　　28. 西洋中毒〈遠藤吉三郎、大正5〉410頁　4-7568-0298-2　13,000円

　● 4 回	12 巻（29-40 巻）［1997.6］4-283-00308-5　　103,000円

29. 少年時に観た歌舞伎の追憶〈坪内逍遙、大正9〉370頁　4-7568-0299-0　11,000円　　30. 大日本と外来思想〈東郷吉太郎、大正14〉410頁　4-7568-

0424-1　12,000円　　31.日本陶磁器と其国民性〈福井菊三郎、昭和 2〉290頁　4-7568-0425-X　9,000円　　32.日本我教育〈山崎英次郎、昭和 3〉190

頁　4-7568-0426-8　6,000円　　33.世界国民性読本〈大日本国民修養会、昭和 3〉380頁　4-7568-0427-6　11,000円　　34.やまとこゝ ろと独乙精神〈鹿

子木員信、昭和 6〉190頁　4-7568-0428-4　5,000円　　35. 国語と国民性／国語と国民性	日本精神の闡明〈山田孝雄／菊沢季生、昭和13／15〉420頁

4-7568-0429-2　13,000円　　36. 民族精神の宗教面〈宇野円空、昭和10〉200頁　4-7568-0430-6　6,000円　　37. 桜と日本民族〈佐藤太平、昭和12〉

270頁　4-7568-0431-4　8,000円　　38.日本民族の科学的優秀性〈寺島柾史、昭和13〉310頁　4-7568-0432-2　9,000円　　39. 忠誠心とみやび〈蓮田

善明、昭和19〉190頁　4-7568-0433-0　6,000円　　40. 科学と日本精神〈松井元興、昭和19〉230頁　4-7568-0434-9　7,000円

誰でも読める。誰でもわかる。宗教法人法　［1996］A5 判 180頁　4-7568-0114-5　　951円

綱島梁川 その人と思想　行安茂著［1997］A5 判　4-7568-0371-7　　3,883円

梁川全集　全 10 巻・別巻 2　［1995］四六判（全 2回配本）　　149,515円

■明治評論界に高山樗牛と並び称された綱島梁川（1873-1907）の業績集成〈梁川会（安倍能成）=編、春秋社、大正10-12〉に研究資料を補う。

　●1回	7巻（1-7巻）［1995.1］4-87236-938-6　　95,146円

1. 欧洲倫理思想史／春秋倫理思想史　　2. 西洋倫理学史　　3.マッケンヂー氏倫理学綱要／スチーブン氏倫理学ほか　　4. 倫理学序論／道徳的理想論／

倫理教育宗教に関する論文ほか　　5. 病間録／回光録／病窓雑筆　　6. 自省録／我観録／梁川随筆ほか　　7. 美術文芸に関する論文、雑篇、漢文評釈

思
想
・
宗
教
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　● 2 回	3 巻（8-10 巻）・別巻 2［1995.11］4-87236-939-4　　54,369円

8.日記録／しのび草／病間日誌／綱島栄一郎年譜ほか　　9. 書簡集（明治 27～ 40 年）　　10. ルナン氏耶蘇伝／補遺／著作年表　　別巻1「綱島梁川研

究資料Ⅰ」（病間録批評集〈金尾種次郎、明治39〉/名家論叢　現今の宗教問題〈秋山悟庵、明治39〉）〔解説：松本晧一〕　　別巻 2「綱島梁川研究資料Ⅱ」

（見神論評〈宇佐美英太郎、明治40〉/綱島梁川追想録〈荒井袈裟之助、大正10〉/綱島梁川全集内容見本）

　別巻「綱島梁川研究資料Ⅰ・Ⅱ」　　16,505円

ダンテ神曲　全3巻　山川丙三郎訳［1993］四六判　4-87236-856-8　　33,981円

■〈警醒社書店、大正3-11〉。岩波文庫版がもとにした記念碑的訳業。天金、美麗函入。

戦前社会思想事典　全 8 巻　馬場萬夫監修［1992］A5 判 4-87236-234-9　　87,379円

■昭和 3～13年刊の各種辞典・年鑑・年報類を集め、社会主義運動団体の沿革・情勢・人物、小作争議・労働組合運動など社会運動の経過、国家主義

運動などを詳しく調べられるようにした。

1. 社会運動辞典〈田所輝明、昭和 3〉　　2. 無産政党の沿革・現勢〈リポート社、昭和 4〉　　3. 社会運動年鑑：1931年版〈日本社会運動通信社調査部、昭

和 6〉　　4. 社会運動年報：昭和10 年版〈神庭仲之助・横山清一、昭和10〉　　5. 国家主義運動大観〈岡見齊、昭和 7〉　　6.日本愛国運動総覧〈石川龍星、

昭和 7〉　　7. 本邦愛国運動団体総覧　上・下巻〈新興日本社社会運動調査部、昭和11〉　　8. 愛国運動年鑑・昭和13・14 年版〈三島助治、昭和13〉

新井奥邃文献目録補遺　新井奥邃先生記念会、コール・ダニエル編［1997］4-7568-0554-X　　1,000円

奥邃先生資料集　全 6 巻　工藤正三監修［1993］A5 判　4-87236-298-5　　56,311円

■『奥邃廣録』未収の『読者読』、直筆原稿など、その人と思想に肉薄するための資料、目録を集成。

奥邃廣録　全 5巻・別巻1　永島忠重編［1991］四六判　4-87236-170-9　　53,398円

■〈奥邃廣録刊行会、昭和 5-6〉。田中正造が師と仰ぎ、高村光太郎が絶賛、野上弥生子が「霊感」の人と呼んだ、巨人思想家・教育者、新井奥邃（1846-1922）。

全集というべき資料、インタビュー記事、目録などを加える。

❖　文 学　❖

ボードレール 明治・大正期翻訳作品集成　　	 川戸道昭・榊原貴教編［2016.6］B5 判 430頁978-4-283-01327-8　　20,000円

■世界的遺産・詩人ボードレールの作品が日本人の精神史に及ぼした軌跡を原典からたどる初の資料集。付「ボードレール翻訳年表（明治～平成）」

名作挿
さ し え

画全集　全 6 巻・別巻1　上笙一郎複刻版編集［2014.10］A5 判　978-4-283-01309-4　100,000円	 《パンセ学術図書販売　専売商品》

■明治・大正・昭和初頭、多くの人々に読まれた名作文学の名場面を、第一級洋画家・日本画家・漫画家…総動員の、新聞雑誌に掲載した挿画を集めたも

のではない「画き下ろし」挿画で堪能できる、比類なき挿画全集！〈下中弥三郎編、平凡社、昭和10～11年刊〉を２冊ずつ合本して複刻。別巻に稀覯本の

附録「さしゑ」12冊を複刻収録、解説・総目次・作品名作者名索引を付した。

植物との対話 ハリスレウ ボーゲンセ 2013 夏／ Harritslev Bogense 2013 Sommer　大澤澄男詩集　　大澤澄男著［2014.7］A5 判 94頁　978-4-283-

01306-3　　2,500円

みだれ髪　与謝野晶子（鳳晶子）著［2012］192×85ミリ140頁　978-4-283-00793-2　　1,000円

■明治34 年刊の処女歌集複製版。フルカラー再現。〈東京新詩社・伊藤文友館〉。

世界文学総合目録　全 10 巻・別巻1		川戸道昭・榊原貴教編［2010-12］B5 判	978-4-283-00642-3　　264,000円

■10万点の外国文学翻訳作品（図書・新聞・雑誌）と原作にたどりつける、かつてない規模の最強データツール。

　●1回	2 巻（1-2 巻）［2010.12］978-4-283-00627-0　　48,000円

1. イギリス編1（あ～し）　978-4-283-00628-7　24,000円	 2. イギリス編 2（す～は）　978-4-283-00629-4　24,000円	

　● 2 回	2 巻（3-4 巻）［2011.5］978-4-283-00630-0　　48,000円

3. イギリス編 3（ひ～わ）　978-4-283-00631-7　24,000円	 4. アメリカ編　978-4-283-00632-4　24,000円

　● 3 回	2 巻（5-6 巻）［2011.11］978-4-283-00633-1　　48,000円

5. フランス編1（あ～ふ）　978-4-283-00634-8　24,000円	 6. フランス編 2（へ～わ）　978-4-283-00635-5　24,000円

　● 4 回	2 巻（7-8 巻）［2012.7］978-4-283-00636-2　　48,000円

7.ドイツ編　978-4-283-00637-9　24,000円	 8.ロシア編　978-4-283-00638-6　24,000円

　● 5 回	2 巻（9-10 巻）［2012.12］978-4-283-00639-3　　48,000円

9. 北欧・南欧諸国編　978-4-283-00640-9　24,000円	 10. 東欧諸国・中国・インド、アラビアン・ナイト編　978-4-283-00641-6　24,000円

別巻「世界文学総合目録作品名索引」［2013.4］　978-4-283-00643-0　24,000円

現代漫画大観　全 10 編（巻）・別冊1　代田収一・田口鏡次郎編［2010］A5 判　978-4-283-00761-1　　105,000円

■現代日本“漫画文化”のすべてがここにある。〈中央美術社、昭和 3〉。	

1. 現代世相漫画　　2. 文芸名作漫画　　3. 漫画明治大正史　　4.子供漫画　　5. 滑稽文学漫画　　6. 東西漫画集　　7.日本巡り　　8. 職業づくし　　

9.女の世界　　10. 近代日本漫画集　　別冊（解説〔清水勲〕・総目次・作家別作品一覧）

図説 翻訳文学総合事典　全 5巻　翻訳文学総合事典刊行会編（代表：川戸道昭・榊原貴教）［2009］B5 判　978-4-283-00743-7　　120,000円

■わが国初、類書皆無。翻訳文学の全貌を明らかにした図説総合事典。

1. 図録日本の翻訳文学（カラー図版）／図説日本翻訳文学史　　2 ・ 3. 原作者と作品（1・2）　　4. 原作者と作品（3）／シリ－ズ叢書・全集総覧　　5.日本

における翻訳文学（研究編）　

井上靖 グローバルな認識　藤澤全編［2005］四六判190頁　4-283-00136-8　　1,800円

■作家・作品・伝記、比較文化（中国・欧米）と国際交流からの19 編。

言語文化の諸相 近代文学　藤澤全著［2004］A5 判 200頁　4-283-00143-0　　2,200円

■作者・作品・表現の交錯が織りなす文学世界。

明治のシェイクスピア《総集編》　シェイクスピア翻訳文学書全集・別巻　全 2巻　川戸道昭・榊原貴教編著［2004］A5 判　4-283-00141-4　38,000円

■日本人のシェイクスピア受容の過程・諸相を従来になく精緻に考証。新資料を多用した多くの図版と書誌・目録・年表・索引、研究論考。

シェイクスピア翻訳文学書全集　全45 巻・別巻 2　川戸道昭・榊原貴教編［1999-2000］A5 判（全4回配本）　362,000円（＋別巻 38,000円）

■明治期に刊行されたシェイクスピア翻訳（翻案）作品の単行書をすべて網羅。
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　●1回	12 巻（1-12 巻）［1999.1］4-7568-0536-1　　96,000円

1. 自由太刀餘波鋭鋒〈坪内雄蔵訳、明治17〉　　2. 人肉質入裁判〈井上勤訳、明治16〉/何桜彼桜銭世中〈雨の家狸遊編、明治19〉　　3. 春情浮世之夢〈河

島敬蔵訳、明治19〉　　4. 冬物語・因果物語〈仁田桂次郎訳、明治19〉/女房持虎の巻〈仁田桂次郎訳、明治 21〉/嵐の巻〈仁田桂次郎訳、明治 21〉/智

孟物語〈仁田桂次郎訳、明治 21〉　　5. 羅馬盛衰鑑〈河島敬蔵・小宮山天香訳、明治19〉　　6.セキスピヤ物語〈品田太吉訳、明治19〉　　7.シェキスピー

ヤ筋書〈竹内余所次郎訳、明治19〉/西洋娘節用〈木下新三郎訳、明治 20〉/誠之鏡〈赤司新三郎訳、明治 20〉　　8. 当世二人女壻〈依田学海編・長田秋

涛訳、明治 20〉　　9. みなれざを〈和田万吉訳、明治 21〉/豪傑一世鏡〈板倉興太郎訳、明治 21〉　　10. 鏡花水月〈渡辺治訳、明治 21〉/一輪の牡丹花〈丸

山平次郎（筆記編）、明治 21〉　　11. 幽霊〈井上勤訳、明治 21〉/汝所好〈宇田川文海著、明治 21〉　　12. 三人令嬢〈条野採菊著、明治 23〉

　● 2 回	12 巻（13-24 巻）［1999.10］4-7568-0537-X　　96,000円

13. 人肉質入裁判法庭之場	講義録〈磯辺弥一郎講述、明治 24〉/人肉質入裁判法庭之場	講義録	訂正再版〈磯辺弥一郎講述、明治 25〉/じゆりあす	しー

ざる講義〈大倉本澄講述、明治 25〉　　14. 想夫恋〈竹葉散人著、明治 25〉/幻影〈宮崎湖処子著、明治 25〉　　15. 痘痕伝七郎〈条野伝平著、明治 26〉　

16. ハムレット〈河島敬蔵注釈、明治35〉/三人令嬢〈河島敬蔵注釈、明治35〉/沙翁物語〈杉谷代水編、明治36〉　　17.ゼ、マーチャント、オブ、ヴェニ

ス〈土肥春曙訳、明治36〉/ヴェニスの商人〈土肥春曙訳、明治36〉/沙翁物語〈中島孤島編、明治36〉　　18. ハムレット〈土肥春曙・山岸荷葉翻案、明

治36〉　　19. 沙翁物語集〈小松武治訳、明治37〉　　20. ハムレット〈戸沢姑射訳、明治38〉　　21.ロメオ	エンド	ヂュリエット〈戸沢姑射訳、明治38〉　

22.ヴェニスの商人〈浅野馮虚訳、明治39〉　　23. オセロ〈戸沢姑射訳、明治39〉　　24. 新オセロ〈太郎冠者著、明治39〉/ 響〈小島孤舟著、明治44〉

　● 3 回	12 巻（25-36 巻）［2000.5］4-7568-0538-8　　96,000円

25.リア王〈戸沢姑射訳、明治39〉　　26.ヴェニスの商人〈菅野徳助・奈倉次郎訳註、明治40〉/皇子ハムレット〈菅野徳助・奈倉次郎訳註、明治40〉　　

27. オセロ〈菅野徳助・奈倉次郎訳註、明治 42〉/ロメオとジュリエト〈菅野徳助・奈倉次郎訳註、明治 43〉　　28. から騒ぎ〈戸沢姑射訳、明治 40〉　　

29.ジュリアス・シーザー〈戸沢姑射訳、明治40〉30. はむれつと〈山岸荷葉翻案、明治40〉　　31. 沙翁物語十種〈小松月陵訳、明治40〉　　32. 御意のまゝ 〈浅

野馮虚訳、明治41〉　　33. 行違ひ物語〈戸沢姑射訳、明治41〉　　34. 悲劇オセロ〈菅野徳助訳註、明治42〉　　35.シェークスピーア物語〈百嶋操訳、明

治42〉/詩	担保之肉〈富樫寛次郎著、明治40〉　　36.十二夜〈浅野馮虚訳、明治42〉

　● 4 回	9 巻（37-45 巻）［2000.9］4-7568-0539-6　　74,000円

37. ハムレット〈坪内逍遙訳、明治42〉　　38. 人肉質入裁判〈吉岡向陽訳、明治43〉/ハムレット絵本筋書〈坪内逍遙訳、明治44〉/ハムレット物語〈相馬

御風訳、明治44〉/ハムレット〈吉岡向陽訳、明治44〉　　39.ロミオとジュリエット〈坪内逍遙訳、明治43〉　　40. オセロー〈坪内逍遙訳、明治44〉　　

41.リヤ王〈坪内逍遙訳、明治45〉　　42. 明治10・20 年代翻訳集（12編）：高僧ウルゼーの詩〈外山正一訳、明治15〉/ヘンリー第四世中の一段〈外山正一

訳、明治15〉/ハムレット中の一段〈矢田部良吉訳 /外山正一訳、明治15〉/巴黎演劇場の筋書〈青木恒三郎編、明治18〉/籠の俘囚〈山田武太郎訳、明

治 21〉/婚姻奇談〈北村三郎訳、明治 23〉/暴風〈大倉五郎訳、明治 24〉/ジュリアス・シーザー〈磯辺弥一郎訳註、明治 25〉/丁抹ノ王子ハムレット〈香

取春介訳、明治 26〉/人生七期〈大和田建樹訳、明治 27〉/丁抹王子波无列土〈新井清彦訳、明治 28〉　　43.マクベス〈坪内雄蔵訳、明治35〉/デンマー

クの太子ハムレットの悲劇〈坪内雄蔵訳、明治35〉　　44. 明治30 年代翻訳集（6編）：夏草〈島崎藤村訳、明治32〉/ジュリアス、シーザーの弔葬〈磯辺

弥一郎訳註、明治36〉/人肉人質裁判法庭之場〈磯辺弥一郎訳註、明治36〉/ピレマスとチスビー〈東京外国語学校英語科（演）、明治36〉/花くらべ〈上

田敏訳、明治38〉/海愁〈小原無絃訳、明治39〉　　45. 明治40 年代翻訳集（6編）：ヱニ゙スの商人〈坪内雄蔵訳、明治42〉/西洋浄瑠璃ハムレット	霊験

皇子の仇討〈外山正一訳、明治42〉/オセロ〈江見水蔭訳、明治43〉/ジュリヤス、シーザーの埋葬〈岡村愛蔵訳注、明治44〉/法庭審問の場〈岡村愛蔵

訳注、明治44〉/ヱニ゙スの商人〈坂本俊一編輯、明治44〉

別巻「明治のシェイクスピア《総集編》」　全 2巻［2004］　38,000円

異文化への道標 鏡味國彦教授還暦記念論文集　　鏡味國彦教授還暦記念論文集刊行委員会編［1998］菊判 340頁　4-7568-0811-5　　8,000円

永井荷風「四畳半襖の下張」惣ざらえ　高橋俊夫編著［1997］A5 判 240頁	4-7568-0565-5　　5,000円

■本文と注解、初出から裁判までを考証。

明治翻訳文学全集《新聞雑誌編》　全 50 巻・別巻 2　川戸道昭・榊原貴教編　編集協力・中林良雄［1996-2001］B5 判（全 11回配本）

763,160円　【各巻分売可〈大空社出版〉】

■明治期の新聞雑誌に発表された西欧翻訳文学の集大成。

　●1回	5 巻（1,6,19,27,46 巻）［1996.6］4-7568-0270-2　　72,816円

1.シェイクスピア集Ⅰ　　6.ディケンズ集　　19. ポー集　　27.ヴェルヌ集Ⅰ　　46. アンデルセン集

　● 2 回	5 巻（2,10,20,24,40 巻）［1996.10］4-7568-0310-5　　72,816円

2.シェイクスピア集Ⅱ　　10.ワイルド集　　20.マーク・トウェイン集　　24. ユゴー集Ⅰ　　40. ツルゲーネフ集Ⅰ

　● 3 回	5 巻（3,8,18,26,41巻）［1997.4］4-7568-0311-3　　72,816円

3.シェイクスピア集Ⅲ　　8.ドイル集　　18. ホーソーン集　　26.デュマ父子集　　41. ツルゲーネフ集Ⅱ

　● 4 回	5 巻（4,17,28,31,38 巻）［1997.10］4-7568-0312-1　　72,816円

4.シェイクスピア集Ⅳ　　17. アーヴィング集　　28.ヴェルヌ集Ⅱ　　31.モーパッサン集Ⅰ　　38.トルストイ集Ⅰ

　● 5 回	5 巻（12,15,25,45,47巻）［1998.4］4-7568-0313-X　　72,816円

12.キプリング集　　15. イギリス詩集Ⅰ　　25. ユゴー集 2　　45.ドストエフスキー集　　47. イプセン集

　● 6 回	5 巻（9,16,30,34,42 巻）［1998.10］4-7568-0314-8　　72,816円

9.コリンズ集　　16. イギリス詩集Ⅱ　　30. ゾラ集　　34.ゲーテ／ハイネ集　　42.チェーホフ集Ⅰ

　●7回	5 巻（7,11,29,39,49 巻）［1999.5］4-7568-0315-6　　72,816円

7. スティーブンソン集　　11.サッカレー／キャロル集　　29.ドーデ集　　39.トルストイ集Ⅱ　　49. メーテルリンク集

　● 8 回	5 巻（5,22,32,35,36 巻）［1999.11］4-7568-0316-4　　72,816円

5. スコット／ブロンテ集　　22. アメリカ詩集　　32.モーパッサン集　　35.シラー集　　36. プーシキン／レールモントフ集

　● 9 回	5 巻（13,23,37,43,50 巻）［2000.4］4-7568-0317-2　　72,816円

13.十八世紀イギリス文学集　　23.モリエール集　　37.ゴーゴリ集　　43.チェーホフ集Ⅱ　　50. イタリア文学集

　●10 回	5 巻（14,21,33,44,48 巻）［2000.10］4-7568-0318-0　　72,816円

14.リットン集　　21. バーネット集　　33. フランス文学集　　44.ゴーリキー集　　48. ストリンドベリ集

別巻1,2.「明治翻訳文学全集・新聞雑誌編　総合年表／総目次・総索引」［2001.5］4-7568-0319-9　　35,000円

明治翻訳文学全集《翻訳家編》　全 20 巻　川戸道昭・中林良雄・榊原貴教編［2002-2003］B5 判（全4回配本）　　300,000円

【各巻分売可〈大空社出版〉】

■明治、大正、昭和初期に活躍した作家、詩人のほとんどが自らの文学を確立するために翻訳に取り組んでいる。日本の文学者と西欧作家の翻訳作品との関

係を知る。

　●1回	5 巻（4,5,8,10,19 巻）［2002.1］4-283-00199-6　　75,000円

4. 坪内逍遙集　　5. 森田思軒集 I　　8. 森鷗外集 I　　10. 二葉亭四迷集　　19. 草野柴二・押川春浪集

文
学
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　● 2 回	5 巻（1,3,9,12,13 巻）［2002.6］4-283-00200-3　　75,000円

1. 三遊亭円朝集　　3. 井上勤集　　9. 森鷗外集Ⅱ　　12. 尾崎紅葉・小栗風葉集　　13. 内田魯庵・嵯峨の屋お室集

　● 3 回	5 巻（7,11,14,15,20 巻）［2003.2］4-283-00201-1　　75,000円

7. 黒岩涙香集　　11. 原抱一庵集　　14. 馬場孤蝶　　15. 松居松葉集　　20. 小山内薫集

　● 4 回	5 巻（2,6,16,17,18 巻）［2003.7］4-283-00202-X　　75,000円

2. 福地桜痴・益田克徳集　　6. 森田思軒集Ⅱ　　16. 田山花袋・国木田独歩集　　17. 上田敏集　　18. 森皚峰・佐藤紅緑集

近代文学作品論叢書　［1995-98］B5 判

■過去の作品研究を一望のもとに総覧する、研究に至便・必携のツール。

	 志賀直哉『和解』作品論集成（池内輝雄編）　2巻 70点［1998.12］4-87236-827-4　　30,000円

	 中野重治『村の家』作品論集成（佐藤健一編）　3巻 70点［1998.12］4-87236-828-2　　45,000円

	 田山花袋『蒲団』作品論集成（加藤秀爾編）　3巻 93点［1998.7］4-87236-825-8　　45,000円

	 長塚節『土』作品論集成（梶木剛・河合透編）　4巻104 点［1998.7］4-87236-826-6　　60,000円

	 島崎藤村『夜明け前』作品論集成（剣持武彦編）　4巻186点［1997.11］4-87236-824-X　　60,000円

	 与謝野晶子『みだれ髪』作品論集成（逸見久美編）　3巻105点［1997.11］4-87236-823-1　　45,000円

	 西脇順三郎『Ambarvalia〈アムバルワリア〉』作品論集成（澤正宏編）　2巻 57点［1997.6］4-87236-822-3　　30,000円

	 谷崎潤一郎『刺青』作品論集成（笠原伸夫編）　2巻 64点［1997.6］4-87236-821-5　　30,000円

	 川端康成『雪国』作品論集成（岩田光子編）　3巻 90点［1996.11］4-87236-820-7　　43,689円

	 森鷗外『渋江抽斎』作品論集成（長谷川泉編）　83点 1巻［1996.11］4-87236-819-3　　16,505円

	 夏目漱石『夢十夜』作品論集成（坂本育雄編）　3巻110点［1996.6］4-87236-817-7　　43,689円

	 柳田国男『遠野物語』作品論集成（石内徹編）　4巻180点［1996.6］4-87236-818-5　　58,252円

	 斎藤茂吉『赤光』作品論集成（梶木剛編）　5巻116点［1995.11］4-87236-813-4　　67,961円

	 芥川龍之介『羅生門』作品論集成（志村有弘編）　2巻 62点［1995.11］4-87236-816-9　　25,243円

	 永井荷風『濹東綺譚』作品論集成（高橋俊夫編）　4巻105点［1995.3］4-87236-814-2　　56,311円

	 釈迢空『死者の書』作品論集成（石内徹編）　3巻 99点［1995.3］4-87236-815-0　　37,864円

ドストエフスキイ文献集成　全 22 巻　井桁貞義・本間暁編［1995-96］A5 判（全 2回配本）　　174,758円

■大正から昭和前期1950 年までの代表的ドストエフスキイ論・評伝・雑誌特集号などを集成。

　●1回	11巻（1-11巻）［1995.12］4-7568-0095-5　　87,379円

1.ドストエーフスキイ〈瀬戸義直、大正3〉　　2. 人及芸術家としてのトルストイ並にドストエフスキー〈メレジユコフスキイー/森田草平・阿倍能成訳、大正3〉

3.ドストイエフスキイ〈新城和一、大正5〉　　4. 「トルストイ研究」ドストエフスキイ号〈大正7.3〉/「トルストイ研究」第2ドストエフスキイ号〈大正7.9〉/「生

長する星の群」ドストエフスキイ記念号〈大正10.10〉　　5.ドストエウスキイ〈森田草平・倉田潮、大正15〉　　6.ドストエフスキイ〈ジイド/武者小路実光・

小西茂也訳、昭和 5〉　　7.「書物」ドストエフスキイ特集〈昭和 9〉/「浪漫古典」ドストイエフスキイ研究〈昭和 9〉　　8. 悲劇の哲学〈シェストフ/阿部六郎・

河上徹太郎、昭和 9〉　　9. 綜合研究　ドストエーフスキイ再観〈昇曙夢、昭和 9〉　　10.ドストエーフスキイ研究〈ツゥルナイゼン/丸川仁夫訳、昭和 9〉/

ドストエフスキー研究（医学的、心理学的）〈セガロフ/五味松樹・国松孝二訳、昭和 9〉　　11.ドストエフスキイ〈ミドルトン・マリ/西村孝次訳、昭和11〉

/ドストイェフスキーの精神分析〈ヨラン・ノイフェルト/平塚義角訳、昭和11〉

　● 2 回	11巻（12-22 巻）［1996.7］4-7568-0096-3　　87,379円

12. 人生探求者・ドストエフスキイ〈竹村清、昭和12〉　　13.ドストエフスキイの生活〈小林秀雄、昭和14〉　　14.ドストエフスキイの生活世界観〈ベルジャー

エフ/香島次郎訳、昭和16〉　　15. 英雄と祭典〈堀場正夫、昭和17〉　　16. 偉大なる憤怒の書〈ウオリンスキイ/埴谷雄高、昭和18〉　　17.ドストエフス

キイ伝〈エーメ・ドストエフスキイ/高見裕之訳、昭和 21〉　　18.ドストエフスキイの哲学〈池島重信、昭和 23〉　　19.ドストイェフスキイ〈中山省三郎、昭

和 23〉/ロシアの虚無主義〈西谷啓治、昭和 24〉　　20.「ロシア作家研究」ドストエフスキイ特集〈近代文学同人、昭和 25〉/共同討議　ドストエフスキイ

の哲学、神・人間・革命〈和辻哲郎・高坂正顕・西谷啓治・唐木順三・森有正、昭和 25〉　　21.ドストエフスキイ論考　　22.ドストイエフスキイ文献考〈木

寺黎二、昭和11〉/ドストエフスキイ文献年表・解説〔井桁・本間〕

文芸編集者の戦中戦後　木村徳三著［1995］A5 判 3160　4-7568-0007-6　　2,718円

釈迢空 人と文学　石内徹著［1995］A5 判 410頁　4-7568-0080-7　　7,767円

■作家作品論、註釈、周辺、研究史。

小日本　全 2巻・別巻1　浅岡邦雄解説［1994］A3 判　4-87236-861-4　　75,728円

■正岡子規編集・執筆の幻の文芸新聞全 130 号〈明治 27.2.11-7.15〉。『坂の上の雲』の時代が真に甦る同時代新聞。一般家庭向け、新機軸を打ち出したユニー

クな新聞。子規自ら小説・俳論・紀行文など執筆。斎藤緑雨、江見水蔭、小杉天外、高浜虚子など寄稿。

新文学研究　全 22冊・別巻1　曾根博義監修［1994］菊/四六判　4-87236-912-2　　145,631円

■『新文学研究』『列冊新文学研究』〈金星堂、昭和 6-7〉。伊藤整編輯。ジョイス、プルースト…昭和モダニズムの華。

人間　全 71冊・別巻1　小田切進監修／高橋英夫解説［1992-93］A5 判（全 2回配本）　　200,000円

■戦後日本文学の出発点となった記念碑的文芸雑誌〈鎌倉文庫、昭和 21.1-26.8〉。

　●1回　39冊（1巻1号 -3 巻12号）［1992.9］4-87236-251-9　　96,117円

　● 2 回　32冊（4巻1号 -6 巻 8号）・別巻［1993.3］4-87236-252-7　　103,883円

　　別巻「鎌倉文庫と文芸雑誌「人間」」　4-87236-253-5　　7,767円

文芸講座　全 16冊・別巻1　小田切進監修／小田切進・井口一男解説［1992］A5 判　4-87236-250-0　　56,311円

■〈文藝春秋社、大正13.9-15.12〉。菊池寛ほか編集、当代一流執筆陣による小説・戯曲・演劇・映画・新聞・雑誌・評論・文章学など20 余種の講座。文

芸のための誌上大学。

文学地誌「東京」叢書　全 12 巻　朝倉治彦・槌田満文監修［1992.2］A5 判 4-283-00333-6　　126,216円

■変貌しつづける都市東京を活写した繁昌記・印象記の不朽の名作を集成。名所・地名索引を付す。

1. 東京新繁昌記・全 7冊〈服部誠一、明治7～明治14〉640頁　4-87236-215-2　13,592円　　2. 最新東京繁昌記〈伊藤銀月、明治38〉480頁　4-87236-

216-0　10,680円　　3. 東京遊行記〈大町桂月、明治 39〉700頁　4-87236-217-9　14,563円　　4. 東京印象記〈児玉花外、明治 44〉340頁　4-87236-

218-7　8,738円　　5. 東京年中行事	上〈若月紫蘭、明治 44〉460頁　4-87236-219-5　9,709円　　6. 東京年中行事	下〈若月紫蘭、明治 44〉510頁　

4-87236-220-9　10,680円　　7. 東都新繁昌記〈山口孤剣、大正7〉520頁　4-87236-221-7　10,680円　　8. 銀座〈資生堂、大正 10〉460頁　4-87236-

222-5　8,738円　　9. 東京近郊めぐり〈河井酔茗、大正 11〉440頁　4-87236-223-3　9,709円　　10. 大東京繁昌記	下町編〈東京日日新聞社、昭和 3〉

440頁　4-87236-224-1　9,709円　　11. 大東京繁昌記	山手編〈東京日日新聞社、昭和 3〉450頁　4-87236-225-X　9,709円　　12. 銀座細見〈安藤更生、

昭和 6〉460頁　4-87236-226-8　9,709円
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増補改訂 現代日本文芸総覧 文学・芸術・思想関係雑誌細目及び解題　全4 巻　小田切進編〔明治文献発行［1992］、総発売元：大空社〕A5 判

4-87236-258-6　　58,058円

■明治終期から昭和 20 年までに発行の主要雑誌 100 余の細目と解題。「スバル」など増補。

増補 一平全集　全 20 巻　杉浦幸雄監修／清水勲・湯本豪一編［1990-91］四六判（全 2回配本）　　121,360円

《パンセ学術図書販売　専売商品》

■第1-15 巻〈先進社、昭和 4-5〉に増補。現代コミックのルーツ・一平の全芸術がまとまる。（「かの子の記」「一平漫俳句集」、未刊行政治・風俗漫画漫文、

未発表アルバム、随筆、遺稿小説、清水崑「岡本一平伝」、年譜など）。

　●I期	15 巻（1-15 巻）［1990］4-87236-151-2　72,816円　　●II期	5 巻（16-20 巻）［1991］4-87236-152-0　48,544円

五分の魂の行方　松永健哉著［1988］四六判 300頁　4-87236-046-X　　1,800円

トルストイ研究　全 29冊・別巻1　トルストイ会編〈新潮社、大正5.9-8.1〉　柳富子解説［1985］菊判　4-87236-013-3　　55,000円

プルウスト研究　全4冊・付録 1　〈作品社、昭和 9〉［1985］4-87236-007-9　　15,000円

❖　音楽・芸能・美術　❖

PARADISE IN MY HEART 楽園を描く 2005 ～ 2015　林孝三著［2015.12］B5 横判 50頁	総カラー　978-4-283-01321-6　　1,852円

■鮮やかな色彩、動物や花に満ちた世界、自然と夢幻が広がる作家の心の中を現出した初の絵画作品集。（1951年生まれ。同志社大卒後、渡仏、ル・サロ

ン銅賞ほか入選。近年毎年全国各地で個展開催。神戸女子短大教授）

熱視線 十条にゃんこ　山口和男撮影・大空社編集［2015.6］B6 横判 64頁　978-4-283-01311-7　　1,200円

■東京・北区十条界隈の猫たちの写真集。彼等の視線を貴方も是非感じてみてください。ちょっと楽しい気分になれるはずです。

宮城道雄著作全集　一般財団法人宮城道雄記念館編集・千葉優子責任編集　A5 判［2015］（第1巻のみ刊）

	 第1巻　随筆１〈（戦前の随筆）雨の念仏・騒音・垣隣り・夢の姿〉［2015.3］978-4-283-01189-2　　9,800円

音楽格闘家 兼常清佐の生涯　蒲生美津子著［2013.11］A5 判 568頁　978-4-283-00649-2　　7,000円

■愛すべき奇人の生涯。読書家…人間好き、必読の伝記。新発掘資料・手紙 480 余通を翻刻、初公開！

兼常清佐著作集　全 15 巻・別巻1　蒲生美津子・土田英三郎・川上央編［2008-10］A5 判（全4回配本）　　257,000円

《パンセ学術図書販売　専売商品》

■音楽、音響学、心理学、日本と日本人論、日本と西洋、文学、日本語、批評、レトリック、幅広い著述、独特の論の展開。

　●1回	5 巻（1-5 巻）［2008.6］978-4-283-00610-2　　75,000円

［日本の音楽］　1.日本の音楽〈大正 2〉　　2.日本音楽と西洋音楽〈昭和16〉/日本音楽〈昭和 8〉/催馬楽〈昭和 5〉　　3.日本の音楽に就ての一観察〈大

正9〉/報告―研究方法及び雅楽の音階と音程に就て〈大正4〉/ 醍醐三宝院所蔵の声明書類に就て〈大正6〉/雅楽及声明図書展覧目録〈大正5〉

［音楽批評］　4. ベートーヴェンの死〈昭和 2〉/平民楽人シューベルト〈昭和 3〉　　5.ショパン〈昭和15〉/音楽概論〈昭和 4〉/音楽の階級性	附・名人滅

亡〈昭和 6〉

　● 2 回	5 巻（6-10 巻）［2009.1］978-4-283-00611-9　　85,000円

［音楽教育］　6.音楽の話と唱歌集〈昭和 2〉/音楽概論〈昭和 7〉　　7.音楽に志す人へ〈昭和 4〉/日本音楽教育史〈昭和 7〉/音楽の教室〈昭和 24〉

［音・ことば・科学］　8,9. 兼常清佐遺作集	上下〈昭和 35〉　　10.労働と音楽〈昭和18〉/音・コトバ・文字	日本語の性質〈昭和 27〉/石川啄木〈昭和18〉

　● 3 回	3 巻（11-13 巻）［2009.9］978-4-283-0061206　　45,000円

［随想］　11.音楽と生活〈昭和10〉　　12. 残響〈昭和12〉　　13. よもやま話〈昭和16〉/結婚論〈昭和18〉

　● 4 回	2 巻（14,15 巻）・別巻［2010.1］978-4-283-00613-3　　52,000円

［随想・書簡・日記］　14. 新聞雑誌掲載稿　　15.日録（高等学校時代日記）/仕事と生命（大学院生時代日記）/書簡集　　別巻「兼常清佐ミクロコスモス」

（全巻総目次、収録書目解題、論考14 編、年譜・著述目録、「兼常文庫」図書目録）

木村夫美 和のこころ 京の舞　木村夫美［2005］菊倍判126頁　4-283-00138-4　　5,238円

■「都をどり」ポスター原画を 6年連続担当した日本画家。舞妓姿、大和絵などと著者作の俳句を組み合わせて四季感横溢の創作世界。オールカラー。

牧野由多可作品集　牧野由多可著［2004］A4 判 320頁　4-283-00142-2　　4,762円

牧野由多可作品集 Ⅱ　牧野由多可著［2007］A4 判 238頁

マエストロの肖像 菅原明朗評論集　松下鈞編〔国立音楽大学附属図書館発行［1998］、発売元：大空社〕A5 判 620頁　4-7568-0519-1　　6,000円

■作曲・楽器編成法などを独学、指揮・研究・評論に活躍した菅原（1897-1988）。人物伝、目録他。

オーケストラ作品演奏時間表　小川昻編［1998］B5 判 500頁　4-7568-0710-0　　15,000円

■内外オーケストラ作品9200タイトル（日本の作品約1300）演奏時間実測データブック。収録作曲者数 1150（日本人約 250）。

黒沢隆朝 東南アジア音楽紀行　黒沢隆朝著／梅田英春編〔国立音楽大学附属図書館発行［1997］、発売元：大空社〕B5判180頁　4-7568-0444-6　3,500円

■日本人による最初の東南アジア音楽調査記録（昭和14 年 2～ 6月、日記と写真資料・スケッチ）。

シルクロードの音楽文化を伝える 民俗舞楽の研究 静岡県周智郡森町　水原渭江著［1997］B5 判 310頁　4-7568-0379-2　　10,000円

近代日本音楽年鑑　全 19 巻　松下鈞監修［1997］A5 判（全 2回配本）　　213,592円

■洋楽・邦楽、コンクール、人名録、団体一覧、出版・レコード・映画などの動向を記録した年鑑を集成。

　● 2 回	9 巻（1-9 巻）［1997.6］4-7568-0360-1　　106,796円

1.日本音楽年鑑〈加藤長江（庸三）、明治41〉/音楽年鑑　大正9 年版〈加藤長江・白井嶺南〉/音楽年鑑　大正10 年版〈加藤長江・白井嶺南・平戸大〉　

2. 大正 11年版／大正 12年版〈加藤長江・白井嶺南・平戸大〉　　3.音楽年鑑　大正 13年版〈加藤長江・白井嶺南〉/音楽年鑑　大正 14 年版〈楽報会・

加藤長江・白井嶺南〉内外音楽年鑑	大正 16 年版(昭和 2年版 )〈東京楽報社・加藤長江・白井嶺南〉　　4.音楽年鑑　昭和 3年版～同　昭和 4年版〈楽

報社・加藤長江・白井嶺南〉　　5.音楽年鑑　昭和 5年版〈楽報会・加藤長江・白井嶺南〉　　6.音楽便覧　昭和 6年版〈音楽世界社〉　　7.音楽舞踊年鑑

昭和 6年版〈加藤長江・白井嶺南〉　　8.音楽舞踊年鑑　昭和 7年版〈加藤長江・白井嶺南〉　　9.音楽年鑑　昭和 7年版〈音楽世界社編輯部編〉

　●1回	10 巻（10-19 巻）［1997.1］4-7568-0359-8　　106,796円

10-13.音楽年鑑	昭和 8年版～11年版〈東京音楽協会〉　　14-18.音楽年鑑	昭和12年版～16 年版〈大日本音楽協会〉　　19.音楽年鑑	昭和17年版〈共

益商社書店編輯部〉

音
楽
・
芸
能
・
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術



62 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

明治期讃美歌・聖歌集成　全42 巻　手代木俊一監修／厨川勇・E.ヘンゼラー・手代木俊一解説［1996-98］A5/B5 判（全4回配本）　　465,631円

■正教会系・カトリック系・プロテスタント系に分け編年順に収録。近代の言語（国語・外国語・音声）、教育、比較文化、近代史、宗教研究必携。

　●1期	11巻（1-11巻）［1996.5］4-7568-0232-X　　145,631円

1. 聖歌譜（高音部）・聖歌譜（中音部）〈ヤコフ・チハイ訳、明治 26〉　　2. 聖歌譜（次中音部）・聖歌譜（低音部）〈ヤコフ・チハイ訳、明治 26〉　　3. 諸祭

日唱歌譜・諸祭日聖歌譜	後編　　4. 聖歌譜1　　5. 聖歌譜 2.復活大祭　　6. きりしたんのうたひ〈べるなるど准編〉/Recueil	 de	 Cantiques	 Japonais	

avec	musique/ 聖詠〈伯多禄瑪利亜准編〉/天主公教会拉丁聖歌　　7. 公教会羅甸歌集	明治 36 年版〈エ・ラゲ編〉/公教会羅甸歌集	明治 39 年版〈ルマ

レシャル編〉　　8.日本聖詠〈ルマレシャル、明治40〉　　9. 天主公教会聖歌〈ベ・マルモニエ、明治43〉　　10. 公教聖歌〈アンリ・ドマンジェル編、明治

44〉　　11. 手書き歌詞集	Cantus	Sacri	ad	usum	Alumnorum	Seminarii	Nagasakiensis

　● 2 期	15 巻（12-26 巻）［1996.12］4-7568-0233-8　　145,000円

12. エスワレヲ愛シマス・ヨキ土地アリマス/聖書之抄書・宇太登不止・宇太乃不美・末古土乃美知〈ネーサン・ブラウン編〉　　13. 基督教讃美歌	明治 20 年

版〈ネーサン・ブラウン編〉　　14. 基督教讃美歌	明治 29 年版〈ベンネット編〉　　15. 讃美のうた	明治 7年版〈デビソン＆スタウト編〉/譜附基督教聖歌集	

明治17年版〈デビソン編〉/Kirisutokyo	seikashu	明治 20 年版〈デビソン編〉　　16. 譜附基督教聖歌集　改正増補〈小方仙之助ほか編、明治 28〉17. 讃

美歌	明治10 年版〈デビソン編〉/讃美歌	明治11年版〈デビソン編〉　　18. 讃美歌	明治 7年版〈熊野雄七編〉/改正讃美歌〈熊野雄七編〉/讃美歌	明

治14・15・16 年版〈原胤昭編〉　　19. 教のうた〈ルーミス、奥野昌綱編〉/讃美歌	改正増補〈奥野昌綱編〉　　20.さんびのうた	明治 8年版〈デフォレスト編〉

/さんびのうた	明治12年版〈カーチス編〉　　21. 讃美歌	組合教会讃美歌〈前田泰一編〉/讃美歌	高木玄真筆写本/讃美歌	いと高きにおいては〈ベリー編〉

/讃美歌并楽譜	Sanbika	songs	of	praise〈カーチス編〉　　22. 新撰讃美歌〈讃美歌委員編〉　　23.Shinsen	sambika〈明治 23〉　　24. 新撰讃美歌	トニッ

ク・ソルファー譜付	明治 24 年版〈讃美歌委員編、明治33〉　　25. 讃美歌	明治 36 年版〈讃美歌委員編、明治45〉　　26.Sambika〈明治 41〉

　● 3 期	6 巻（27-32 巻）［1997.10］4-7568-0234-6　　75,000円

27. 救の歌	キリストの福音	明治 27年版〈松野菊太郎、笹尾鉄三郎編〉/救の歌	改訂譜附	明治 33年版　　28. 基督教福音唱歌	明治 31年版〈棘焔漁夫著・

福田平治編〉/基督教福音唱歌	明治 33年版〈三谷種吉〉/聖書名目づくし	明治 37年版	〈木村清松〉　　29. 基督教福音唱歌	明治 34 年版〈三谷種吉〉/

リバイバル唱歌	譜附	明治 42年版〈中田重治、坂井勝次郎編〉　　30. 讃美歌	明治 36 年版〈首藤新蔵編〉/あがなひの歌	明治 43年版〈ミンキネン、溝口

弾一編〉　　31. 讃美歌	明治 22年版〈山下猶之助編〉/軍人讃美歌	明治 28年版〈今村謙吉編〉/青年会讃美歌	明治 40 年版〈ジー・エム・フィシャー編〉

32. 新製讃美歌	譜附	明治 34 年版〈和田秀豊編〉/末日聖徒讃美歌	明治 38年版〈ホラス・エス・エンサイン、フレデリック・エー・ケイン編〉/ゆにてりあ

ん唱歌集	改正	明治 40 年版〈神田佐一郎編〉/さんびか	明治 40 年版

　● 4 期	10 巻（第 33～ 42 巻）［1998.6］4-7568-0520-5　　100,000円

33. 使徒公会之歌〈W.B.ライト編〉/讃美之歌〈H.J.フォス編〉/基督公会之歌〈H.J.フォス編〉/真神讃美歌〈W.アンドリウス編〉/基督降誕日の歌〈H.J.フォ

ス編〉/降誕日のうた	〈H.J.フォス編〉　　34. 真神讃美頌〈C.F.ワーレン編〉/讃神歌〈W.W.デニング編〉/聖公会歌集〈T.S.チング編〉/Nippon	 seikokai	

Ainu	 karisia〈J.バチュラー訳編〉　　35. 聖公会讃美歌	譜附	明治 25年版〈吉沢直江編〉　　36.古今聖歌集	譜附	明治 35年版〈編集委員会編〉　　

37.Ko-kin	seikasyu	HYMNS	old	and	new	明治 35年版〈アーサー・ロイド〉　　38. 救世軍々歌	明治 34 年版〈ヘンリー・ホッダー編〉　　39. 童蒙讃美歌〈奥

野昌綱、戸川安宅編〉/わらべうた	第 1・2 集〈石橋為之助編〉/クリスマスのよろこびのおとづれ〈F.S.スカッダー編〉/少年福音歌〈浅田正吉編〉　　

40. 幼稚園唱歌	明治 25年版〈大和田建樹、松山高吉校閲・A.L.ハウ撰〉/幼稚園唱歌	明治 29 年版	続編〈A.L.ハウ撰・大賀壽吉編〉　　41.日曜学校・

うたあつめ〈辻井良吉編〉/クリスマス讃美歌	新撰譜附〈納所辨次郎編〉/クリスマス唱歌〈A.L.ハウ〉/ゆきびら〈C.L.ブラオン〉/うれしき鐘歌〈酒井勝軍〉

/日曜唱歌〈湯谷紫苑〉/新撰日曜学校讃美歌	新楽譜第一輯〈神田保義編〉　　42. 讃美歌	明治 45年版	第 2編〈讃美歌委員会編〉/The	 sambika	 no.2	

明治 44 年版〈堀田達治編〉

キリスト教と日本の洋楽　中村理平著［1996］A5 判 740頁　4-7568-0236-2　　13,592円

■異文化交流史の視点から洋楽導入におけるキリスト教の役割を実証的に検証。

音楽界　全 26 巻・別巻1　河口道朗解説　［1995-97］B5 判（全 3回配本）　　415,534円

■音楽界をリードしつづけた雑誌〈楽界社→音楽教育会→音楽社→楽壇社→音楽社、明治41.1-大正 12.12〉。

　●1回	10 巻（1-10 巻：1巻1号 -6 巻12号〈明治41.1-大正 2.12〉）［1995.5］054-7568-0003-3　　153,398円

　● 2 回	8 巻（11-18 巻：147号 -190 号〈大正3.1-6.8〉）［1996.2］4-7568-0004-1　　131,068円

　● 3 回	8・別巻（19-26 巻：191号 -266号〈大正6.9-12.12〉）・別巻（解説・総目次・著者名索引）［1997.2］4-7568-0005-X　　131,068円

明治期 日本人と音楽　全 2巻　日本近代洋楽史研究会編著　国立音楽大学附属図書館・大空社発行［1995］A4 判　4-87236-998-X　　29,126円

■「東京日日新聞」（明治 5-45）掲載の音楽に関するすべての記事約 8000点の内容を要約、約 2200点を厳選収録。448 項目の綿密な注解、人名索引336

名収録。研究会＝増井敬二・中村理平・松下鈞・塚原康子・鶴見真理。

音楽教育史文献・資料叢書　全30 巻　河口道朗監修［1991-93］A5 判（全 3回配本）　　327,186円

■音楽教育歴史、音楽教授法、音楽教育論、音感教育、戦後音楽教育論に分類して集成。

　●1期	10 巻（1-10 巻）［1991.10］4-283-00348-4　　92,232円

［I	音楽教育歴史編］　1.音楽取調成績申報書〈伊沢修二、1984 年〉390頁　4-87236-701-4　8,738円　　2. 本邦洋楽変遷史〈三浦俊三郎、1931年〉900頁

4-87236-702-2　22,330円　　3. 西洋音楽教育史〈青柳善吾、1936 年〉270頁　4-87236-703-0　5,825円　　4.音楽五十年史〈堀内敬三、1942 年〉480頁

4-87236-704-9　12,621円　　5. 明治音楽史考〈遠藤宏、1948 年〉380頁　4-87236-705-7　8,738 円　　6. 音楽五十年〈園部三郎、1950 年〉370頁　

4-87236-706-5　8,738円

［II	音楽教授法編］　7.音楽指南〈文部省、1883 年〉230頁　4-87236-707-3　4,854円　　8. 小学唱歌教授法（再版）／新編小学教授術唱歌科〈東儀季

治／白井規矩郎、1890／1893 年〉250頁　4-87236-708-1　6,796円　　9. 唱歌教授法通論〈山本正夫、1910 年〉210頁　4-87236-709-X　4,854円　　

10. 小学唱歌教授法精義（三版）〈鈴木敏雄、1923 年〉380頁　4-87236-710-3　8,738円

　● 2 期	11巻（11-21巻）［1992.6］4-283-00349-2　　140,777円

［III	音楽教育論編］　11.音楽教育の諸問題〈青柳善吾、1923 年〉430頁　4-87236-711-1　10,680円　　12.音楽鑑賞教育〈津田昌業、1924 年〉580頁　

4-87236-712-X　14,563円　　13.音楽教育の新研究〈北村久雄、1926 年〉750頁　4-87236-713-8　18,447円　　14.音楽教育の原理〈青柳善吾訳、1930 年〉

430頁　4-87236-714-6　10,680円　　15.音楽教育の思潮と研究〈田村虎蔵先生記念刊行会、1933 年〉700頁　4-87236-715-4　17,476円　　16. 私の音

楽教育〈幾尾純、1933 年〉530頁　4-87236-716-2　13,592円　　17. 増補最新音楽教育学〈草川宣雄、1938 年〉480頁　4-87236-717-0　　12,621円　

18. 国民学校芸能科音楽精義〈井上武士、1940 年〉360頁　4-87236-718-9　8,738円

［IV	音感教育編］　19. 絶対音感及和音感教育法〈笈田光吉、1937-1938 年〉420頁　4-87236-719-7　14,563円　　20. 和音感教育（改訂版）〈佐藤吉五郎、

1943 年〉340頁　4-87236-720-0　8,738円　　21.音感教育〈二葉薫、1942年〉430頁　4-87236-721-9　10,680円

　● 3 期	9 巻（22-30 巻）［1993.10］4-283-00350-6　　94,177円

［V	戦後音楽教育論編］　22.音楽教育論／音楽カリキュラム〈諸井三郎／近森一重、1947年〉370頁　4-87236-722-7　13,592円　　23.音楽教育（教育大

学講座 24)〈東京教育大学教育学研究室、1950 年〉320頁　4-87236-723-5　9,709円　　24.音楽教育講座 1　基礎篇〈諸井三郎監、1952 年〉350頁　

4-87236-724-3　10,680円　　25.音楽教育講座 2　学習指導篇〈諸井三郎監、1952 年〉330頁　4-87236-725-1　9,709円　　26.音楽教育講座3　器楽

と創作篇〈諸井三郎監、1952 年〉330頁　4-87236-726-X　9,709 円　　27. 音楽教育体系1　新音楽教育の原理〈真篠将、1952 年〉290頁　4-87236-

727-8　9,709円　　28.音楽教育体系2　音楽教育課程とその構成〈近森一重、1952 年〉300頁　4-87236-728-6　9,709円　　29.音楽教育体系5　音楽



63※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

教育評価の方法と活用〈浜野政雄、1952年〉360頁　4-87236-729-4　10,680円　　30.音楽教育学序説〈国立音楽大学音楽教育研究会、1965 年〉350頁

4-87236-730-8　10,680円

音楽基礎研究文献集　全 18 巻・別巻1　江崎公子編　［1990-91］A5 判（全 2回配本）　　183,495円

■音楽教育の基礎、リズム教育、音楽教育思想史、唱歌集に分類し、現代音楽教育の原点を確認するための基本文献を集成。

　●1期	10 巻（1-10 巻）［1990.2］4-87236-120-2　　94,175円

［音楽教育の基礎］　1. 律原発揮〈中根璋元珪、元禄 5〉/音律入門〈岩田通徳、明治11〉/俗楽旋律考〈上原六四郎、明治 28〉/改正教授術（唱歌科）〈若

林虎三郎、明治17〉/新式唱歌	一名トニックソルファ唱歌集〈鈴木米次郎、明治30〉　　2. 独唱の仕方〈リルリ・ルーマン著・牛山充訳、大正11〉　　3. 洋

琴教則本〈奥好義、明治 23〉　　4.ピアノ・オルガンの教え方学び方〈小川一朗、昭和 24〉

［リズム教育］　5. 韻律体操と表情遊戯〈白井規矩郎、大正12〉　　6. 律動的表情遊戯	第 1-5 集〈土川五郎、大正14- 昭和 4〉　　7. 律動的表情遊戯	第

6-10 集〈土川五郎、昭和 4- 昭和 8〉　　8. 体育の本質と表現体操〈二宮文右衛門・今村嘉雄・大石峯雄、昭和 8〉　　9. 舞踊芸術〈石井漠、昭和 8〉　　

10. 低学年に於けるリトミックの実際〈福井信美、昭和10〉

　● 2 期	8 巻（11-18 巻）・別巻［1991.1］4-87236-121-2　　89,320円

［音楽教育思想史］　11.音楽利害	一名楽道修身論〈神津仙三郎、明治 24〉　　12.音楽学校存廃に関する意見〈村岡範為馳、明治 24〉/音楽改良意見〈村

岡範為馳、明治 24〉/音楽学校ニ於ケル意見〈小中村義象、明治 26〉/音楽教育に関するE・H・ハウス意見書〈E.H.ハウス、明治 26〉/歌楽論〈末松謙澄、

不詳〉/音楽管見〈大日本音楽会、明治37〉　　13. 東洋芸術と大東亜教育〈金原正吾、昭和17〉　　14.GHQ/SCAP（音楽教育関係会議録抜粋）〈昭和 21〉

［唱歌集］　15. 保育並遊戯唱歌の撰譜	全 5冊〈芝祐泰、昭和 30-46〉　　16. 歩操歌（あしなみうた）〈学習院、不詳〉/唱歌	全 2 篇〈京都女学校、明治

11,13〉/軍歌〈河井源蔵・有則軒、明治19〉/祝日大祭日唱歌重音譜〈東京音楽学校、明治33〉/地理教育鉄道唱歌	全 5集・第1集図版集〈大和田建樹、

明治33〉/尋常小学読本唱歌〈文部省、明治43〉　　17. 小学唱歌	全 6冊〈伊沢修二、明治 25-26〉　　18. 教科適用幼年唱歌	全 10 冊〈田村虎蔵、明治

33-35〉

唱歌　複製 2冊・ＣＤ3 枚・解説1冊　澤崎眞彦監修／沢井忠夫・安藤政輝箏演奏［1990］4-87236-155-5　　40,777円

■日本で初めてといわれる音楽教科書〈京都府女学校、明治11・13〉を複製。現代一流箏演奏家のＣＤで当時の音楽教育をリアルに再現。◇複製和綴

写真集成 西洋古典家具　ハーマン・シュミッツ著／倉田一夫訳［1983］B4 変型　4-87236-001-X　　20,000円

■1926 年ドイツ初版刊行の基本的文献。写真 320頁、659点（モノクロ）収録。

❖　環境・自然・農林　❖

日本現代 気象名著選集　［2010］A5/B5 判

■さまざまな現象の深奥を見極めてきた練達の士による経験と知恵の宝庫。

　●1回［藤原咲平集］11巻（1-11巻）［2010.5］978-4-283-00812-0　　97,800円

1. 雲	増訂版〈昭和19〉200頁　978-4-283-00801-4　13,000円　　2. 改訂増補	雲をつかむ話〈昭和 25〉390頁　978-4-283-00802-1　12,000円　　3. 地渦・

地裂及地震〈昭和 7〉220頁　978-4-283-00803-8　8,200 円　　4. 大気中の光象〈昭和 8〉130頁　978-4-283-00804-5　6,000 円　　5. 気象と人生〈昭和

10〉270頁　978-4-283-00805-2　8,600円　　6. 天文や気象の話〈昭和10〉320頁　978-4-283-00806-9　10,000円　　7. 気象感触〈昭和17〉280頁978-4-

283-00807-6　9,200円　　8. 生みの悩み〈昭和 22〉220頁　978-4-283-00808-3　7,400円　　9. 気象ノート〈昭和 23〉220頁　978-4-283-00809-0　7,400円

10. 群渦	気象四十年〈昭和 25〉300頁　978-4-283-00810-6　9,800円　　11.日本気象学史〈昭和 26〉180頁　978-4-283-00811-3　6,200円

校正 大日本植物帯調査報告・図表　全 2巻　田中壌著〔大日本山林会発行［2010］、総発売元：大空社〕B5 判　4-283-00139-2　　12,000円

■〈農商務省、明治 20〉。水平、垂直的位置による樹木の種類・林相の分布、異状を調査。

写真図説 日本巨樹名木大事典　全4巻・別冊1［2009］B5 判　978-4-283-00742-0　　79,000円

■日本の樹木保護・育成を支えてきた人と団体による地域・郷土の巨樹名木調査記録。

1. 大日本老樹名木誌〈本多静六、大正 2〉　　2.日本巨樹名木図説〈三好学、昭和11〉　　3,4.日本老樹名木天然記念樹〈帝国森林会、昭和 37〉　　別冊（第

1-4 巻・都道府県別所在総合索引）

地球型社会への挑戦 国際交流と住民参加　金谷尚知著［2004］A5 判 150頁　4-283-00147-3　　2,500円

■国際協力から交流への展望、国際協働など。

日野の農家の記録 祖父の日記　伊藤嘉十郎著（伊藤稔編）［2003］A5 判 490頁　4-283-00216-X　　3,500円

■東京の一養蚕農家主（明治10- 昭和 4）が残した日記他（明治 29,44、大正後期）を影印。

花育てのサイエンス 園芸の基本・実際・役割　三浦泰昌著［1999］A5 判 170頁　4-283-40002-5　　2,000円

日本第三紀の花粉化石　坊田春夫著［1998］B5 判 190頁　4-7568-0746-1　　4,000円

農業関係雑誌目次総覧　全 6 巻　平賀明彦解題［1993.3］A5 判　4-87236-275-6　　67,961円

■大正末から戦後の農業問題を伝える雑誌。「家の光」「農務時報」「農村更生時報」「村」「農政」「農政研究」「農村文化」など。

農政・農務関係雑誌目次総覧　全 2巻　平賀明彦解説［1993］A5 判　　19,417円

　「農務時報」目次総覧　［1992.1］4-87236-211-X　　7,767円		

　「農村更生時報」「農政」目次総覧（「村」「村と農政」を含む）　［1992.1］4-87236-212-8　　11,650円

❖　古典・近世　❖

江戸時代庶民文庫　（第1期）全 60 巻（1-60 巻）全 8回配本・別巻1　　小泉吉永解題［2012-2016］A5 判

【別巻〈大空社出版〉刊。各巻分売可〈大空社出版〉。第 2期（61-100 巻）［2018.6- ］〈大空社出版〉刊行中】

■庶民と女性の生活から「江戸」を再発見する資料の宝庫。初公開の新出史料や稀少本など約 200点を複刻収録。「江戸庶民」の生きる知恵と技術、生活

の実相に迫る一大叢書。

　● ［1期］ 1回	8 巻（1-8 巻）［2012.11］978-4-283-01002-4　　95,000円

1.［女性百科］女芸文三才図会〈鳥飼酔雅、天保12〉　　2.［女子教訓］女要訓和歌文庫〈桃江舎漁舟、寛保 3〉/女学則〈鳥飼酔雅、明和 2〉　　3.［語彙］

万宝女節用罌粟嚢〈山本序周、享保 6〉/女節用文字嚢〈山本序周、宝暦12〉　　4.［女子教訓］婦人教訓　女今川以呂波文〈北尾辰宣、明和 3〉/稚児教

訓　女九九乃声〈大江文坡、天明7〉/女古状揃　女今川園生竹〈高井蘭山、文政 5〉　　5.［風俗・遊女］漫画百女〈合川珉和、文化11〉/花街漫録〈西

村藐庵、文政 8〉/高尾年代記〈柳亭種彦、嘉永 2〉　　6.［諸芸］当流謡指南抄〈作者未詳、元禄 9〉/本朝茶経〈竹村一玄、文化 4〉/蜀山人狂歌図絵〈大
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64 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

田南畝、安政 5〉/俳諧図会〈松亭金水、江戸後期〉　　7.［暦占］天竺霊感観音籤〈三笠軒一任子、寛文 2〉/人相小鑑大全〈喜多村江南軒、貞享1〉/人

相早見伝〈系田川翁、弘化 4〉　　8.［遊戯］秘事百撰　前編〈福井智徳斎、文政10〉/秘事百撰　後編〈福井智徳斎、弘化 4〉/酒席一興　手妻早伝授〈十

方舎一丸、嘉永 2〉/身振いろは芸〈東西庵南北、文政12〉/新法狂字図句画〈万亭応賀、江戸後期〉

　● ［1期］ 2 回	8 巻（9-16 巻）［2013.5］978-4-283-01003-1　　108,000円

9.［仏教］孝養集〈作者不明（伝覚鑁）、寛永 20〉/千代見草〈作者不明（伝日遠）、宝永7〉/四要篇〈関通・法岸、文化13〉　　10.［仏教］女人往生章〈洞

空、延享1〉/贈貴族女性法語〈超然、天保 3〉/大経五悪図会〈照山、弘化 5〉　11.［仏教］孝子善之丞感得伝〈直往・称阿、天明2〉/彼岸状〈作者不明、

文化15〉/三世乃道歌〈推翁禅師、文政11〉/潤家潤身〈徳道、江戸後期〉　　12.［仏教］〈商家繁栄･農家豊作〉重宝記〈森住万願堂、弘化 2〉/民家豊

饒重宝記〈森泉万貫堂、嘉永1〉/放生歓喜艸〈純称、文化13〉/誡殺放生文〈鞍馬山某闍梨、天保7放〉/生勧進録〈作者不明・玉水画、嘉永4〉/放生

手引草〈諦忍、嘉永6〉/法義家内示談〈浄満寺講師某、万延1〉　　13.［語彙］畳辞訓解〈白雲居士、延宝 9〉/授幼難字訓〈伊沢長秀、享保12〉/童子

要字海絵抄〈作者不明、江戸中期〉　　14.［語彙］寺子節用錦袋鑑〈作者不明、寛延4〉/増補童字節用集〈浅田恒隆、安永5〉/子供節用集〈作者不明、

文化 3〉/意見早引大善節用〈為永春水、天保14〉　　15.［俚諺］漢語大和故事〈蔀遊燕、元禄4〉/心学俗語〈小林高英、文化14〉/〈心学〉以呂波戒〈小

山駿亭、文政 7〉/心体安楽丸〈作者不明、江戸後期〉　　16.［俚諺］和漢詞徳抄〈一陽井素外安永8〉/鄙都言種〈森島中良、享和 2〉

　● ［1期］ 3 回	8 巻（17-24 巻）［2013.10］978-4-283-01004-8　　120,000円

17.［養生］養性百首〈曲直瀬道三、天正17〉/養生歌〈多紀元徳、寛政 6〉/温泉考〈原雙桂、寛政 6〉/延寿養生談〈谷了閑、文政 3〉/養生論〈久保謙亨、

文政 9〉/養生主論〈松本遊斎、天保 3〉　	 18.［養生］病家示訓〈加藤謙斎、正徳 3〉/砦艸〈原南陽、文化1〉/食かゞ美〈石川元混、文政 2〉/田子養生

訣〈田中楽山、文政 9〉/身体往来〈藤村秀賀、安政 6〉　　19.［産育］児相素見〈遁薼斎、寛政 6〉/秘伝衛生論〈本井子承、寛政 7〉/疱瘡心得草〈志水

軒朱蘭、寛政 9〉/小児医療手引艸〈藤井見隆、文化頃〉　　20.［産育］老婆心書〈羽佐間宗玄、文化13〉/麻疹必用〈葛飾蘆庵、文政 7〉/護痘要法〈池

田京水、天保 2〉/安産幸運録〈賀茂熊斎、天保 9〉/絵本目出度艸〈長谷川貞信、嘉永3〉/愛育附言〈葦廼舎作か、安政 3〉　　21.［教訓］善悪道中独案

内〈志村天目、寛政 8〉/世渡名所図会〈速水春暁斎、享和 2〉/七福神利生伝〈段塚六郎左衛門、文化1〉/人間要路用心袋〈作者不明、天保15〉/〈善悪〉

迷所図会〈渓斎英泉、弘化 2〉　　22.［教訓］むかしありしこと〈山本北山、寛政 9〉/教訓童草〈小沢種春、文政10〉/教訓古今道しるべ〈小野弘度、天

保 8〉/教訓宝入船〈作者不明、江戸後期〉　　23.［教訓］農家童子訓･海隅田舎草紙〈作者不明、文化 6〉/下民小学〈知足庵、文化12〉/在郷童教訓書〈原

三省、安政 2〉　　24.［教訓］忠孝道の栞〈有隣堂谷神、文政 2〉/三教童喩〈思恩堂非得、文政 3〉

　● ［1期］ 4 回	8 巻（25-32 巻）［2014.6］978-4-283-01005-5　　115,000円

25.［家政］万宝智恵袋〈三芳梅庵、享保10〉/俗家重宝集〈劉卜子、文政 7〉/秘事新書〈本木昌造、慶応 4〉　　26.［家政］大全針刺宝〈作者不明、文政

8〉/女伝心鈔〈作者不明、嘉永4〉　　27,28.［家政］錦嚢智術全書〈吉文字屋市兵衛、嘉永4〉　　29.［家政］料理秘伝抄〈伊兵衛、貞享1〉/当流節用

料理大全〈高嶋某、正徳 4〉/経済をしへ草〈高井蘭山、天保 4〉/漬物早指南〈小田原屋主人、天保7〉　　30.［教訓］民家分量記〈常盤潭北、享保11〉

/民家童蒙解〈常盤潭北、元文 2〉　31.［教訓］貝原先生家訓〈伝貝原益軒、貞享 3〉/明君家訓集〈室鳩巣、江戸中期〉/因士子教訓〈嶋田半左衛門、元

文頃〉/貞丈家訓〈伊勢貞丈、宝暦13〉　　32.［教訓］訓蒙勧孝録〈平井庸慎、文化13〉

　● ［1期］ 5 回	8 巻（33-40 巻）［2015.1］978-4-283-01006-2　　112,000円

33.［教訓］堪忍袋〈行願、宝暦 8〉/和語陰隲文絵鈔〈南里亭其楽、文政 3〉/〈通俗〉太上感応編〈玉斎、文政 6〉/〈増補絵抄〉和字功過自知録〈袾宏、

天保 9 年〉　　34.［教訓］ふみ鏡〈法忍、宝暦 8〉/初学心得草〈涵養斎陳人、文化11〉/達道弁〈伊東照方、天保 8〉/修斉訓〈山本邦好、安政4〉/斉

家録〈飯島慶光、安政 5〉　　35.［教訓］利運談〈八隅中立、文化13〉/童喩宝富草〈福田陳人、文政 7〉/童子訓（一円斎）〈作者不明、江戸後期〉/童子

訓（四三カ条）〈作者不明、江戸後期〉　　36.［教訓］童子常の心得〈篠原門次、江戸中期〉/童子手引草〈稲垣丘山、文化13〉/教訓御伽艸紙〈中村源八郎、

天保14〉/〈童子教訓〉修身雑話〈今堀高英、弘化 4〉/庭訓艸〈野津善平、安政 6〉　　37.［語彙］古版字尽〈作者不明、寛永 21〉/童子節用集〈作者不明、

明和 7〉/数量字尽重宝記〈黒井古井、安政 3〉/道具字引図解（初編・二編）〈柳河春三、元治1〉/品物名数抄〈松沢老泉、江戸後期〉/大和日用早学〈成

文堂、江戸後期〉　　38.［語彙］世説故事苑〈子登、正徳 6〉　　39.［語彙］事物異名類編〈荒井公履、文久1〉　　40.［年代記］〈日本･唐土〉二千年袖

鑒〈浜松歌園ほか、嘉永5年〉/永代年代記大成〈細河並輔、弘化 3〉/年代記絵抄〈作者不明、明治初年〉

　● ［1期］ 6 回	8 巻（41-48 巻）［2015.6］978-4-283-01007-9　　115,000円

41.［法令・教諭］御当家御制法〈毛利綱広、万治3〉/〈金銀〉御吹替条目〈堀流水軒、正徳 4〉/〈教訓〉伍家勢以令〈三野元密、天明6〉/御条目管窺〈三

上則義、天保14〉　　42.［法令・教諭］父母状講釈〈加藤重昌、元文 2〉/勧学筆記〈溝口浩軒、安永8〉/久世条教〈早川正紀、寛政11〉/みかげあふぎ〈徳

川斉昭、嘉永3〉/御触書読習〈作者不明、江戸後期〉/教民の詞〈作者不明、慶応 3〉　　43.［礼法］三礼口訣〈貝原益軒、元禄 12〉/孝学食礼記〈川瀬

友山、江戸後期〉　　44.［礼法］〈日用贈答〉書札辨惑集〈上原茂雅、明和 3〉/男重宝諸礼訓〈鳥飼酔雅ほか、寛政頃〉　　45.［教訓］主従心得草（初編）

〈寿福軒真鏡、文政 6〉/主従心得草（二編）〈寿福軒真鏡、天保14〉　　46.［教訓］主従心得草（三編）〈寿福軒真鏡、弘化 4〉/主従心得草（四編）〈寿

福軒真鏡、弘化 4〉/主従心得草（五編）〈寿福軒真鏡、弘化 4〉　47.［教訓］絵本清水の池〈西川祐信、享保19〉/最明寺教訓百首〈葛飾北雅、江戸後期〉

/こゝ ろの百首〈久保倉弘政、天明6〉/教訓百人一首戯絵解〈山田佐助、天保頃〉/〈一休禅師〉世の中百首〈鼻山人、江戸後期〉/〈嘉永新刻〉世の中百首〈玄

魚、嘉永頃〉　　48.［教訓］〈教訓〉拾ひ歌〈川合元、天明3〉/天万里宇多〈野田成勝、文化14〉/道歌砂の戯〈白木大和上、天保 4〉/しの字嫌さとし歌〈真

阿、文化 9〉/一休狂歌雀〈辻本基定、天保 9〉/狂歌雀後篇〈辻本基定、天保10〉/孝行雀〈辻本基定カ、天保10〉

　● ［1期］ 7 回	8 巻（49-56 巻）［2015.11］978-4-283-01008-6　　115,000円

49.［教育］武小学〈伊南芳通、貞享 3〉/幼童便蒙（前集）〈鈴木百淵、安永5〉/人教〈六方礼経附〉〈空谷智轂、文化11〉　　50.［教育］授業編〈江村北

海、天明3〉/さとし草うひ山口〈後藤正速、江戸後期〉　　51.［教育］間合早学問〈大江玄圃、明和 3〉/父兄訓〈林子平、天明6〉/てみやげ〈小町玉川、

天保 6〉/女学校発起之趣意書〈奥村城山、天保 8〉　　52.［地誌］人国記〈関祖衡、元禄 14〉/長崎土産〈磯野信春、弘化 4〉　　53.［地誌］松島図誌〈桜

田虎門、文政4〉/江戸名所花暦〈岡山鳥、文政10〉/皇都霊跡志〈僧純、安政 5〉　　54.［外国地誌］〈増補〉華夷通商考〈西川如見、宝永6〉　　55.［外

国地誌］坤輿図識（正編）〈箕作省吾、弘化 2〉　　56.［外国地誌］坤輿図識（補編）〈箕作省吾、弘化 3〉

　● ［1期］ 8 回	4 巻（57-60 巻）［2016.6］978-4-283-01009-3　　58,000円

57,58.［教訓］為人鈔〈苦甜斎守株、寛文 2〉　　59.［救荒・防災］鎮火用心集〈頓宮仲左衛門カ、享保16〉/御薬方書〈作者不明、天明4〉/かてもの〈莅

戸善政ほか、享和 2〉/救荒須知録〈凌雲居士、天保 4〉/救荒鄙諭〈作者不明、江戸後期〉/〈麁食三益〉家宝往来〈作者不明、天保 5〉/きゝ ん心得種〈山

岡霞川、天保7〉/地震百人一首〈鈍中納言破家卿、明和 3〉/〈江戸〉大地震末代噺の種〈作者不明、安政頃〉/〈大江戸〉地震後教〈休応斎、安政頃〉　

60.［神道］神風恵草〈新松忠義、享保 9〉/天地恵〈九嶋義保、文化1〉/竃神秘説	〈玉田永教、文化 4〉/〈神儒仏〉三教和談〈大森三楽、天保 4〉/民

家敬神録〈城戸千楯、天保11〉/三界一心記図会〈春屋繊月、嘉永 2〉

　● ［1期］ 別巻「江戸庶民」の生活を知る　『江戸時代庶民文庫』別巻「解題・索引」【2016.12〈大空社出版〉刊】　28,000円

【第 2期（61-100 巻）［2018.6- ］〈大空社出版〉刊行中】

江戸版 親父の小言　［2013.8］A5 判 16頁　978-4-283-00825-0　　500円

■巷では昭和が発祥とされてきた「親父の小言」のルーツ江戸版を発見、そのまま収録。さらに全文を現代語に翻字、解説を付した。今の時代に贈る、日本

人としてあたりまえの心 81か条。解説：小泉吉永。

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

■江戸時代の市井の人 を々魅了した教訓集。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、
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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［2012］A5 判　978-4-283-00823-6　　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［2009.12］A5 判・総4600頁（全 2回配本）　　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）［2009.12］978-4-283-00728-4　　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）［2009.7］978-4-283-00729-1　　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）

古地図を読む 日本地図選集　全 15 巻〔人文社蔵版、総発売元：大空社［2008.12］〕

■時を超えて伝承された数々の古地図を原色・原寸で忠実に再現。本物だけが持つ重厚感と臨場感を細部にいたるまで伝える愛蔵版。稀覯資料の風格と保

存にふさわしい装丁・蔵本。時代考証や歴史研究資料として不可欠。造本：各巻とも大判原寸地図をB4 判に折りたたみ収録（原則として原色・原寸）、和紙

使用、特製麻布クロス装・金箔押豪華製本

　［全国編］4巻　978-4-283-00716-1　　100,000円

江戸時代	日本絵図並万国全国集成　978-4-283-00701-7　31,000円／江戸時代	日本全国歴覧　978-4-283-00702-4　23,000円／徳川治世	諸国道中細見

絵図集　978-4-283-00703-1　23,000円／三都市・四十三県・三府一庁	大日本管轄分地図　978-4-283-00704-8　23,000円

　［国絵図編］5巻　978-4-283-00717-8　　141,000円

江戸時代	日本国絵図選要　978-4-283-00705-5　31,000円／江戸時代	続日本国絵図選要　978-4-283-00706-2　31,000円／京浪速畿内古地図撰　978-

4-283-00707-9　23,000円／江戸時代	日本勝景路程絵図集　978-4-283-00708-6　28,000円／江戸明治	所処湊港・舟船絵図集　978-4-283-00709-3　

28,000円

　［江戸・東京編］6 巻　978-4-283-00718-5　　202,000円

伊能忠敬	 江戸府内実測図　978-4-283-00710-9　42,000 円／明治東京区分地図　978-4-283-00711-6　28,000 円／東京近代地図集成　978-4-283-

00712-3　31,000円／続東京近代地図集成　978-4-283-00713-0　35,000円／東京市 15区番地界入地図　978-4-283-00714-7　31,000円／東京市近傍郡

部町村番地界入地図　978-4-283-00715-4　35,000円

訓蒙図彙集成　全 23 巻・別巻1・補巻1　朝倉治彦監修／渡辺憲司解説［1999-2002］A5 判（全4回配本）　　276,000円

■近世の文学・風俗・社会…事物の形がわからない時、最も頼りにすべき図説百科事典「訓蒙図彙」。最初の中村惕斎編（寛文 6）以降の改編と類書を網羅

的に収録（明治4刊までの計 29点）。（内容テーマ）武具・好色・女用・難字・能・人倫・仏像・唐土・新造・奇妙・謡曲・歳旦・暗夜・外科・戯場楽屋・

花鳥写真・機巧・泰西など

　●1回	8 巻（1-8 巻）［1998.5］4-7568-0516-7　　80,000円

1-3. 訓蒙図彙〈中村惕斎、寛文 6〉　　4,5. 頭書増補訓蒙図彙〈中村惕斎、元禄 8〉　　6,7. 訓蒙図彙大成〈中村惕斎、下河辺拾水・画、寛政1〉　　8. 武具

訓蒙図彙〈湯浅得之、貞享1〉

　● 2 回	9 巻（9-17巻）［1998.11］4-7568-0517-5　　90,000円

9. 好色訓蒙図彙〈吉田半兵衛・作/画、貞享 3〉　　10.女用訓蒙図彙〈奥田松伯軒、吉田半兵衛・画、元禄 1〉　　11. 難字訓蒙図彙〈永井如瓶、菱川師宣・

画、貞享 4〉　　12. 能之訓蒙図彙〈貞享 4〉/改正能訓蒙図彙〈宝暦10〉　　13. 人倫訓蒙図彙〈蒔絵師源三郎・筆、元禄3〉　　14. 仏像図彙〈土佐秀信・画、

元禄3〉/増補仏像図彙〈土佐秀信・画、寛政 8〉　　15. 立花訓蒙図彙〈元禄 9〉　　16,17. 唐土訓蒙図彙	〈平住専庵、橘有税画、享保 4〉

　● 3 回	9 巻（18-23 巻）［2000.3］4-7568-0518-3　　80,000円

18. 増訓画引和玉図彙〈中村甚之丞、元禄 6〉/新造図彙〈山東京伝、天明9〉/奇妙図彙〈山東京伝、享和 3〉　　19. 謡曲画誌〈中村三近子、橘守国・画、

享保 20〉　　20. 歳旦訓蒙図彙〈西笠、元文 2〉/暗夜訓蒙図彙〈百草舎芝立、東籬ほか・画、宝暦 9〉/外科訓蒙図彙〈伊良子光顕、明和 6〉/阴兼阳珍

紋図彙〈曲亭馬琴、歌川豊広・画、享和 3〉　　21. 戯場楽屋図会〈松好斎半兵衛、寛政12〉/楽屋図会拾遺〈松好斎半兵衛、享和 2〉　　22. 戯場訓蒙図彙

〈式亭三馬、勝川春英・歌川豊國・画、文化 3〉/花鳥写真図彙〈北尾重政・画、文政10〉　　23. 璣訓蒙鏡章〈多賀谷環中仙、川枝豊信・画、享保15〉/

機巧図彙〈細川半蔵、寛政 9〉/泰西訓蒙図解〈田中芳男、明治4〉

　● 4 回　別巻「江戸時代図説百科　訓蒙図彙の世界」　［2002.12］4-283-00213-5　26,000円

　補巻「立花訓蒙図彙」（完全版）（非売品。全巻購入者にのみ頒布）

江戸時代図説百科 訓蒙図彙の世界　『訓蒙図彙集成』別巻　［2002］A5 判 440頁　4-283-00213-5　　26,000円

■解題・解説・全巻の語彙索引（音訓両面）。

方
むだしゅぎょう

言修行 金
かねのわらじ

草鞋　全 6 巻・別巻1　今井金吾監修／丹和浩解説［1999］A5 判　4-7568-0421-7　　70,000円

■〈十返舎一九、文化10（1813）-天保 5（1854）〉一九の『膝栗毛』に次ぐベストセラーを初めて完全影印。絵を中心に滑稽な言葉のやりとりを配し道中記

風に各地の名所・風俗を案内する。国会図書館架蔵の一九自筆稿本も併せ収録。

定本 武江年表　全4巻　今井金吾監修・解説［1998.9］A5 判　4-7568-0780-1　　45,000円

■江戸時代の社会・事件・風俗・地理・名所・事物・気象など広範な事象を克明に記した年表〈斎藤月岑、嘉永 2-3〉。関連書（喜多村筠庭、補正略など）

とともに影印。既刊書の誤りを訂正した正確・詳細な全巻総索引および解説付き。

伊能忠敬測量日記　全 6 巻・別巻1　佐久間達夫校訂・解説［1998］B5 判　4-7568-0089-0　　75,000円

■初公開。測量日記（2010 年国宝に指定）28冊すべてを解読・活字化。［内容］蝦夷地・本州東海岸・羽越・尾張及越前以東／紀伊半島・瀬戸内海の島 ・々

中国沿岸・四国沿岸・大和路／九州／伊豆七島・江戸府内／別巻：解説『新説	伊能忠敬』

定本 丹鶴叢書　全36 巻　水野忠央編／朝倉治彦監修・解説［1997-98］A5 判（全4回配本）　　526,000円

■〈水野忠央編、全 7帙 154冊、弘化 4（1847）-嘉永6（1853）〉。歌集・物語・日記・行事・縁起・図録など43点の珍書を集めた国書の叢書。校訂の確かさ、

版刻の精美さで近世刊本の最高傑作とされる。

　●1回	9 巻（1-9 巻）［1997.4］4-7568-0263-X　　131,000円	 ● 2 回	10 巻（10-19 巻）［1997.9］4-7568-0264-8　　146,000円

　● 3 回	11巻（20-30 巻）［1998.5］4-7568-0265-6　　161,000円	 ● 4 回	6 巻（31-36 巻）［1998.9］4-7568-0266-4　　88,000円

江戸の旅風俗 道中記を中心に　今井金吾著［1997.4］A5 判 230頁　4-7568-0176-5　　6,000円

■現代に連なる日本人の旅と旅行システムを「道中記」で紹介した初の総合的研究・入門書。

古
典
・
近
世
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道中記集成　全44巻・別巻 3　今井金吾監修・解説［1996-98］A5 判（全 5回）　　504,853円

■近世から近代の日本人の旅と交通を知る基本文献 160点を集成。地方史の根本資料。庶民生活・風俗・文学・地誌研究必携。

　●1回	9 巻（9-17巻）　［1996.6］4-7568-0170-6　　97,087円	

9. 伊勢道中行程記〈寛延4〉/伊勢路のしるべ〈寛延4〉/新板	東海道分間絵図〈宝暦 2〉　　10. 木曽路巡覧記〈宝暦 5〉/増補	東海道巡覧記〈宝暦 5〉　

11. 岐蘓路安見絵図〈宝暦 6〉/東海・木曽	両道中懐宝図鑑〈明和 2〉　　12. 伊勢参宮細見大全〈明和 3〉/東行筆記〈明和 4〉　　13. 木曽道中勝景行程記〈明

和 5〉/伊勢道中記〈安永4〉　　14-16.日光道中略記〈天保14〉　　17. 山東遊覧志〈安永8〉/大和廻り道の枝折〈天明3〉/東海・木曽	両道中記〈天明6〉

/中山道道中記〈安永頃〉

　● 2 回	9 巻（18-26 巻）　［1996.12］4-7568-0171-4　　97,087円		

18. 自金沢至江戸道程図〈天明年間〉/諸道中駅路記〈寛政11〉/新板江戸道中細見図〈寛政年間〉/成田・香取・鹿嶋下総道中細見記〈寛政年間〉/親鸞

聖人御旧跡廿四輩巡拝記〈享和元〉　　19. 登船独案内〈享和元〉/増補広駅道中記〈享和 2〉/旅行便覧〈享和 2〉　　20. 大日本道中行程細見記大全〈文化

元年再板〉/但州湯嶋道中独案内〈文化 3〉/播磨巡覧記〈文化 4年再板〉　　21. 奥州・羽州道中記〈文化 5〉/旅行用心集〈文化 7〉/東海道・木曽路両面

道中記大成〈江戸末期頃〉/新版諸国細見記〈文政 2〉/大日本道中指南車〈文政 3年再板〉　　22. 増補日本汐路之記〈寛政 8〉　　23. 懐宝道中図鑑〈文政

9〉/安見道中記〈文政11〉/海陸路程名勝土宜神社仏宇略記〈文政11〉/西国順礼略打大全〈文政11〉　　24. 新増補指南車〈文政12〉　　25. 加州下道中

記〈天保 2〉/東海道・中山道行程早見表〈天保 3〉/浜のさゞ 波〈天保 4〉/増補海陸行程細見記〈天保7〉/桜標〈文化 3頃〉　　26.下筋道中記	懐の友〈文

政 6〉/日光奥筋早見道中記〈江戸後期〉/西国筋道中記〈天保 9 年再板〉/諸国道中袖鏡〈天保10〉

　● 3 回	9 巻（27-35 巻）　［1997.6］4-7568-0172-2　　97,087円		

27. 天保新増西国順礼道中細見大全〈嘉永 2年頃後印〉　　28. 大日本諸国道中案内記〈天保12〉/大日本早引細見絵図〈安政4年再刻〉/細見道中記〈天

保14 年求板〉/日光駅程見聞雑記〈天保14〉　　29.日光諸道行程記〈天保15〉/廿四輩御旧跡道しるべ〈天保15〉/象頭山参詣順道九州予州寺社并出雲

大社廻〈天保頃〉/新板諸国道中旅鏡〈弘化 5〉　　30. 大日本国郡全諸大名御高附細見図〈嘉永元〉/芳野詣道乃枝折〈嘉永3〉/増補新改日光道中行程記

安見絵図〈嘉永3年補刻〉/改正日本船路細見記〈嘉永4〉　　31. 自東都西国筋旅中懐宝〈嘉永5〉/金沢より京都まで道中名所記〈嘉永7〉/日本細見絵図〈安

政頃〉/諸国道中旅日記〈安政 3年再刻〉　　32. 五海道中細見独案内〈安政 2	〉　　33. 蝦夷行程記〈安政 3〉/東部蝦夷地道中記〈安政頃書〉/東海道経

由金沢道中記〈安政 5〉/江ノ島・鎌倉道中記〈安政頃〉　　34.甲州道中記〈万延元年再刻〉/大日本海陸諸国道中図鑒〈文久4〉/雲州参詣之記〈元治 2書〉

/慶応新版大日本行程大絵図〈慶応元年再刻〉/従摂州尼ケ崎至長州萩府道中細見記〈慶応1〉　　35. 東海道風景図会〈慶応1〉/袖珍一新道中記〈明治

10〉/皇国道中早見一覧〈明治11〉

　● 4 回	9 巻（36-44 巻）　［1997.12］4-7568-0173-0　　97,087円		

36. 大日本駅程宝鑑〈明治11〉/一新諸国道中記〈明治14〉/駅程明鑒一新改正道中記図会〈明治15〉/駅程明細旅行便覧〈明治15〉/伊勢参宮道中絵図

及汽車時間表〈明治 23〉　　37. 明治新刊伊勢道中細見記〈明治 23〉/伊勢みやげ旅寝之友〈明治 23〉/大日本道中記〈明治 25〉/鉄道道中記〈明治 28〉/

日光道中図〈安永4書〉/東都近郊図〈文政 8〉/東都近郊図〈文政13〉/凱旋紀念大日本旅行案内地図〈明治40〉/伊香保鉱泉図会〈明治15〉　　38. 道

中独案内図〈明和 8再刊〉/諸国道中記〈安永-天明頃〉/道中独案内図〈寛政4〉/道中独案内図〈江戸中期〉/天保改正大増補道中独案内図〈天保11〉

/改正大日本道中独案内図〈天保12〉/改訂重鐫・行旅心得大増補道中独案内図〈明治 2頃〉/全国道中独案内図〈明治12〉/大和巡りひとり案内図〈寛政 8〉

/本改道中諸国細見筋引独案内〈文化 6〉/出羽・奥州大増補道中独案内図〈文化頃〉/大和巡独案内道中絵図〈天保頃〉/天保新刻奥羽・日光道中記〈天

保頃〉/年玉両面道中記〈宝暦頃〉/諸国道中商人鑑〈文政10〉　　39. 定宿附道中記〈寛政 7頃〉/浪華組道中記1〈天保10〉/浪華組道中記 2〈弘化 2頃〉

/浪花講定宿附〈天保12頃〉　　40. 諸国名所早引定宿図会〈弘化-嘉永頃〉/大日本細見道中記〈嘉永4〉　　41. 浪花講定宿帳〈嘉永5〉/東講商人鑑〈安

政 2〉　　42.千嶋講定宿附〈江戸末期〉/朝日講〈江戸末期〉　　43. 改正三都講〈明治初〉/伊勢・金毘羅道中講定宿帳〈明治初〉/道中細見定宿帳〈明治3〉

44. 浪花講〈明治初年頃〉/改正浪花講〈明治初年頃〉/改正浪花講〈明治 6年頃〉/三都講〈明治初〉/大川組〈明治初〉/一新講〈明治 6頃〉/真誠講〈明

治 6頃〉/新恵組神風講社〈明治12〉/改正浪花講〈明治12〉/神風講社一新講社〈明治14〉/神風講社・神変講社〈明治17〉/真誠講・御師講社・浪花

講〈明治19頃〉/愛宕講社城州一心組〈明治 22〉/改正真誠講社〈明治 26〉/伊勢山田宮本御講中〈江戸末期〉/和宮様御道中御固附〈文久1頃〉/鉄道

及外国汽船賃銭人口表〈明治 28〉

　● 5 回	8 巻（1-8 巻）・別巻 3　［1998.7］4-7568-0174-9　　116,505円		

1.日本道中名所尽〈明暦以前〉/道中記〈明暦1〉/北国通名所尽〈万治元頃〉/海陸不求人〈万治 2〉　　2. 海陸日本紀〈延宝 2頃〉/諸国安見回文之絵図〈貞

亨2頃〉/木曽懐宝道中鑑〈正徳1頃〉　　3. 東海懐宝道中鑑〈正徳 2頃〉/増補江戸道中記〈正徳 2頃〉　　4.きそ路乃記〈享保 6再刊〉/日光名勝記〈享

保 6再刊〉　　5. 諸国案内旅雀〈享保 5再板〉　　6. 東海道旅人訓〈享保 5〉/吾嬬路記〈安永頃後印〉　　7. 東海道ちさとの友〈享保17〉/自佐賀至江戸道

中記〈享保17頃書〉　　8. 東海道巡覧記〈延享 3〉/東海道袖の玉鉾〈延享 4〉/諸国海陸道中記〈延享 4〉　　別巻1. 巡礼物語〈寛永 20頃〉/菟道青表

紙図彙〈文政4書〉/菟道青表紙図彙〈江戸後期作・書〉/御茶壺之巻　　別巻 2. 羇旅漫録〈明治18〉/五十三次道中詩選〈文政 9〉/木曽道中狂詩選〈慶

応 3〉/道中しん内ふし〈江戸後期〉　　別巻 3. 五駅便覧〈嘉永4書〉/（解説）江戸の旅風俗

西鶴文学考　高橋俊夫著［1996.7］A5 判 170頁　4-7568-0235-4　　2,913円

成功の才覚 西鶴の知恵袋　森田芳雄著［1996］四六判 270頁　4-7568-0116-1　　1,942円

関孝和「発微算法」現代語訳と解説　小川束著［1994.4］A5 判 250頁　4-87236-895-9　　6,311円

蕙斎 江都名所図会　鍬形蕙斎画　別冊1［1993.9］4-87236-840-1　　33,981円

■〈鍬形蕙斎画、天明5（1785）〉北斎が真似、広重がうなった偉才蕙斎。江戸絵画大変革期のさきがけ、完成度の高い浮世絵風景画。鳥瞰図法で二百年前

の江戸、点景の人 ・々草木・鳥獣が眼前に蘇る。全 50景 32 枚・実寸複製・豪華愛蔵版仕様・たとう入。B5 判 280頁・挿入図版（白黒）157点。別冊解説（小

澤弘・内田欽三・喜多正子・小島惟孝）

古地図研究　全 6 巻・別巻1		日本地図資料協会監修/海野一隆・師橋辰夫解説［1993］B5 判	4-87236-297-7　　145,631円

■〈昭和 45.3- 昭和 61.10〉。文科理科両方に有用な資料古地図。歴史をさらにリアルに感じるための必須資料。毎号、古今東西の貴重な古地図を原寸で再

現収録している。

往来物解題辞典　全 2巻（図版編・解題編）　石川松太郎監修／小泉吉永編［2001］B5 判　4-7568-0231-1　　45,000円

■往来物の全貌に迫る精緻なデータ約 3770 項目。収録書の大半の図版5040点掲載。コレクションの殆どを調査し尽くし諸本の核心を的確に語る。

稀覯往来物集成　全32 巻　石川松太郎監修／小泉吉永編［1996-98］A5 判（全4回配本）　　466,020円

■現存唯一を中心に 218点を集成。

　●1回	8 巻（1-8 巻）［1996.10］4-7568-0227-3　　116,505円

1. 賢済往来〈室町末〉/鎌倉往来	附手習往来〈天文 17〉/尺素往来〈江戸前〉/和章往来〈江戸前〉/庭訓往来図讃〈貞享 5〉　　2. 風月往来〈正保 2〉/

新板	風月往来〈江戸前〉/尊円流続庭訓	遊学往来〈寛文 2〉/尊円新板	続庭訓往来〈江戸中〉/尊円筆跡	百也往来〈寛文 7〉/武家諸法度	大橋殿真筆〈寛

文 8〉/武家諸法度〈寛保 2〉/大和往来〈寛文 9〉/大和往来（異本）〈江戸前〉　　3. 禁中行事	四季往来〈江戸前〉/牢人申状〈江戸前〉/牢人状〈江戸前〉

/富士野往来〈慶安 5〉/尊円流	富士野往来〈延宝 7〉/新板	小田原状	尊円流〈江戸前〉/御家流	花幼往来〈延宝頃〉/増補	江戸御式目〈天和 3〉/大

坂往来〈貞享頃〉　　4. 名所往来〈貞享頃〉/千字類合〈元禄 5〉/首書画抄	女筆四季文章〈元禄 6〉/絵入	年中往来〈元禄 6〉/商売往来〈元禄7〉　　5. 当

用	大和往来〈享保頃〉/玉置	かな手本〈宝永3〉/堀氏流水軒	泰平往来	国尽官名〈正徳 4〉/字林往来〈正徳 6〉/当用寺沢	新撰往来〈正徳頃〉/寺沢	



67※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

書簡往来〈江戸中〉　　6.古今銘物往来〈享保12〉/浪花名所名物往来〈宝暦10〉/はつ音往来〈安永 2〉/こころもち歌〈天明2〉/商売用字尽〈寛政 3〉/

新板絵紗	太閤状〈江戸中〉/ 頭書東部神籬仏堂	御江戸名物往来〈文化 2〉/芳野往来〈文化 7〉　　7. 杵築往来〈文化13〉/寺子うた〈文政 3〉/甲申新版	

勇烈新田往来〈文政 7〉/甲申新版	頼朝武功往来〈文政 7〉/神功皇后	三韓平治往来〈文政 8〉/本屋往来〈文政11〉/松山往来〈天保 6〉/南陽名物〈天

保 8〉/小間物往来	扣書〈天保13〉/国宝往来〈弘化 4〉/江戸年中行事	附月並参詣の寺社〈嘉永3〉　　8. 嘉永新刻	木曽之道艸〈嘉永3〉/讃岐往来〈嘉

永7〉/左官職往来〈安政 6〉/土佐国産往来〈文久3〉/芦政往来〈慶応 4〉/遊里	女性売往来〈江戸後〉/改正	子供節用〈江戸後〉/山崎往来〈江戸後〉

/備中往来〈江戸後〉

　● 2 回	8 巻（9-16 巻）［1997.2］4-7568-0228-1　　116,505円

9. 消息詞〈建武 4年本転写〉/消息詞〈文和1年本転写〉/雑筆集〈天正頃〉/拾要抄〈文禄 4〉/家康太平状〈寛永17〉/小松内大臣教訓状〈寛永 20〉　

10. 教児抄･至要抄〈慶安 3〉/直江状〈承応 3〉/新式目〈明暦 2〉/新板	実語童子教抄〈明暦 2〉/吉田	児訓実語教〈寛政12〉　　11. 駿河往来〈明暦 4〉

/駿河状〈江戸前〉/尊円	花月往来〈万治1〉/奉謝帖〈寛文頃〉/小野篁歌字尽〈寛文 2〉/小野篁歌字尽〈寛文 2異板〉/百候往来〈貞享頃〉　　12. 江

戸往来〈寛文 9〉/首書絵入	江戸往来〈元禄 2〉/万世	江戸往来註解〈天保 8〉/江戸往来絵註抄〈元治 2〉/続江戸往来〈宝暦 5〉/新江戸往来〈江戸後〉

/江戸往来（異本）〈江戸後〉/童学万用字尽〈江戸前〉　　13. 新判	新用字尽〈江戸前〉/女庭訓往来〈万治頃〉/女今川〈貞享 4〉/絵入	女今川〈元禄 13〉

14. わかみどり〈宝永4〉/武家諸法度	新令句解〈正徳 2〉/師岡氏教訓〈正徳 3〉/堀氏流水軒	書札手本〈正徳 3〉/さざれ石〈正徳 3〉　　15.寺沢	かな

手本〈正徳 5〉/新版改正･万宝絵入･増益頭書	永代用文章大成〈正徳 5〉/農文蔵〈享保10〉/百姓身持御条目〈享保 4〉/五常五倫名義〈享保 8〉/五常

五倫名義	附大学詠歌･病中のすさび〈宝暦11〉/新刻	五倫大意諺解〈享保12〉　　16.女要珠文庫〈享保 6〉/万宝	女訓文章真砂浜〈享保14〉/玉置	初

学消息集〈享保14〉/比倫教〈附録詩歌〈享保18〉

　● 3 回	8 巻（17-24 巻）［1997.7］4-7568-0229-X　　116,505円

17. 文章大全	一代書用筆林宝鑑〈享保15〉/福寿用文翰墨蔵〈享保 20〉　　18.女消息華文庫〈元文 6〉/女文章都織〈延享 4〉/新撰容文筆玉往来〈宝暦 4〉

/今川教訓	絵本玉濃池〈宝暦頃〉　　19. 宝暦新刻	大船用文三韓蔵〈宝暦13〉/甲谷	問屋往来〈明和 3〉/［サ］山宮古めぐり〈明和 8〉/女早学問〈安永6〉

/新撰通用･幼学字尽	寺子往来〈安永8〉/長雄児訓帖〈天明4〉/積水	女身持八景〈寛政 8〉/諸家永代請状〈寛政 9〉　　20.百瀬	嵯峨名所〈寛政11〉

/芳野往来〈享和1〉/筆道指南手引草〈文化 5〉/忍徳教〈文化 6〉/寺子教訓往来･年中行事文章･書状言葉遣〈文化頃〉/菅家御遺訓〈文化 14〉　　

21. 文化丁丑新刊	今川娘教訓〈文化14〉/婦人手紙之文言〈文政 3〉/教草	いろは短歌〈文政4〉/万宝字尽	女用続文章〈文政4〉/続類合千字文〈文政4〉

/文政新撰	伊勢参宮往来〈文政 5〉/甲申新版	万福百工往来〈文政 7〉/甲申新版	児女長成往来〈文政 7〉　　22. 男女嗜艸〈文政 8〉/狂歌絵入	職人尽〈文

政10〉/ 頭書註解	女千字文〈天保 4〉/順見状〈天保 8〉/毛源状〈天保 9〉/貞経〈天保10〉/心学	女子訓〈寛政 5〉/弘化新刻	木曽路往来〈弘化 2〉　

23. 六諭衍義絵鈔〈天保14〉/六のさとし〈弘化 3〉/四体	名称二百字文〈嘉永6〉/童子草刈歌〈文久 2〉/楠正成名文集〈元治1〉/教訓	新女大学要鑑〈慶

応 2〉/天神経絵入講釈〈慶応 3〉/江戸方角地名記〈江戸後〉/坂崎往来〈江戸後〉　　24. 信達往来〈江戸後〉/分限往来〈江戸後〉/生民往来〈江戸後〉

/馬往来〈江戸後〉/繁閑往来〈江戸後〉/足利古跡案内〈江戸後〉/川越往来〈江戸後〉/鶉状〈江戸後〉/歳時往来〈江戸後〉

　● 4 回	8 巻（25-32 巻）［1998.1］4-7568-0230-3　　116,505円

25. 新撰消息往来〈室町後〉/山密往来〈元禄 2〉/手習学往来〈天文頃〉/初学文章抄〈寛永6〉/女誡〈慶安 5〉/京都御式目〈明暦 2〉/新版	万字尽〈江

戸前〉/万字尽〈明暦 4〉　　26. 名物往来〈江戸前〉/木曽義仲願書〈江戸前〉/手習教訓書抄〈延宝頃〉/新板	書礼手本	尊円流〈延宝5〉/女教訓書〈元

禄 5〉/女万用集〈元禄 10〉/摂河往来〈元禄頃〉　　27. 頭書絵抄	女文常盤の松〈元禄 17〉/女しき文章	沢田おきち筆〈江戸前〉/女筆春日野〈宝永頃〉

/図画出処	世話用文章	節用集〈宝永6〉/本朝茶経	茶道歌〈文化 4〉　　28. 堀氏手本	正徳御式目〈正徳 2〉/金言童子教	竝抄〈正徳 7〉/文林手本	童

子節用字尽往来〈享保 3〉/女つれづれ色紙染〈享保 6〉/願学文章〈貞享1〉　　29.守武	世中百首絵抄〈享保7〉/玉置	仮名文章〈享保15〉/庄内往来〈享

保頃〉/女孝経鏡草〈延享 5〉　　30. 重宝	教訓伊呂波経	附録寺子今川状〈明和頃〉/町家万躾方集〈安永7〉/木曽街道往来〈天明2〉/鎌倉往来〈天明4〉

/稚児教訓	女九九乃声〈天明7〉/同形異字	訓蒙夷曲歌字尽〈天明8〉/寛政新編	武具短歌文章〈寛政 2〉/神統倭文章〈文化1〉/農家児童養種〈文化 6〉

　　31.日光もうで〈安政 3〉/箱根社道了宮	七湯廻文章〈文政 5〉/大山廻	富士詣〈文政 5〉/御家	季寄文章〈文政 5〉/上州	草津温泉往来〈文政 6〉/

東海名物往来〈天保 8〉/万祥廻船往来〈文政 6〉/永久家宅往来〈文政 7〉/新撰	富商呉服往来〈文政 8〉/故実四季文章〈文政 8〉/慶安御触書〈文政

13〉/狂歌躾方諸礼集〈天保7〉/那智詣〈天保7〉　　32. 新板	湯殿山詣文章〈弘化1〉/童蒙	気節往来〈嘉永 2〉/武田手習状〈嘉永 2〉/百姓話訓〈嘉

永7〉/三等泊往来〈元治1〉/沢田	近郷村名〈江戸後〉/御教条〈雍正10〉

往来物大系　全 100 巻　石川松太郎監修［1992-94］A5 判（全4回配本）　　1,456,310円

■中世～近世の約 700点を影印。教育・国文学・風土・郷土・児童・女性・思想…庶民の生活を知る格好の資料。すべての歴史研究に必須。

　●1期［古往来］　12 巻（1-12 巻）　　174,757円

1. 明衡消息抄〈室町中期〉/当用消息	明衡往来富貴大成〈寛永19〉/明衡消息〈寛永19〉　　2. 当用消息	明衡往来富貴大成〈年代不明〉/当用消息	明衡

往来〈文政 9〉/明衡往来	尊円親王御真跡〈文政 9〉/雲州往来〈年代不明〉/大橋	明衡往来	篠田先生書･文渓先生書附〈宝暦 3〉　　3. 貴嶺問答〈江戸

前期〉/弟子僧往来〈室町後期〉/南都往来〈重写本〉/消息往来〈重写本〉/鎌倉往来〈重写本〉/賢済往来〈重写本〉/賢才往来〈重写本〉/会席往来〈天

正8〉/菅丞相往来〈正保 4〉/菅丞相往来〈万治 2〉/菅家文章経典余師〈文政 8〉/十二月往来〈南北朝期〉/春秋往来〈元文 2〉　　4. 異本十二月往来〈康

永 2〉/釈氏往来〈南北朝期〉/釈氏往来〈元禄 13〉/垂髪往来〈重写本〉/十二月消息〈重写本〉/為長卿消息詞〈重写本〉　　5. 常途往来〈江戸前期〉/

常途往来〈年代不明〉/消息手本〈天正4〉/雑筆略注〈永禄4〉/尊円親王御真跡〈江戸後期〉/尊円親王	百也往来〈年代不明〉/新札往来〈康暦 2〉　　6. 尺

素往来〈寛文 8〉/拾要抄〈重写本〉/大乗院雑筆集〈室町中期〉/瑣玉集〈慶長 20〉/小野篁離合歌〈天和 3〉/弘法字尽〈江戸前期〉　　7. 庭訓往来〈室

町中期〉/庭訓往来〈寛永18〉/庭訓往来〈寛永5〉/庭訓往来註〈室町末期〉　　8. 庭訓往来抄〈寛永8〉/庭訓往来諺解大成〈元禄 15〉　　9. 庭訓往来

抄〈江戸後期〉/訂誤	庭訓往来捷註〈寛政12〉　　10. 庭訓往来図画〈元禄 11〉/新撰之消息〈天文4〉/虎関和尚	異制庭訓往来〈天和 3〉　　11. 新撰遊

覚往来〈天文13〉/新撰遊覚往来〈重写本〉/続庭訓往来〈江戸前期〉　　12. 新撰類聚往来〈慶安1〉/快言抄〈重写本〉/喫茶往来〈明暦 2〉/富士野往

来〈天正12〉/富士野往来〈慶安 5〉/十三湊往来〈重写本〉/富山之記〈重写本〉/手習往来〈重写本〉

　● 2 期［語彙科往来（13-20 巻）･消息科往来（21-30 巻）･教訓科往来（31-42 巻）］　30 巻（第13-42 巻）　　436,893円

13. いろは〈鎌倉中期〉/尊朝法親王書〈元禄4〉/弍徳いろは往来〈江戸後期〉/日本古文	君臣歌〈宝暦11〉/広沢先生君臣歌〈寛政 6〉/尊円流大字板	七ッ

いろは〈明暦 3〉/七ッいろは〈正徳 3〉/寺子宝鑑字福伝〈享保 5〉/千金七ッ以呂波〈江戸後期〉/七ッいろは并絵抄〈江戸後期〉/八体いろは〈重写本〉/

十体伊呂波〈江戸後期〉/英学捷径	七ッいろは〈慶応 3〉　　14. 和英通韻	以呂波便覧〈慶応 4〉/大日本･仏蘭西･英吉利斯	十字いろは早学〈年代不明〉

/ろしやのいろは〈大正14〉/両仮名雑字尽〈江戸前期〉/寺子節用錦袋鑑〈寛延4〉/累用字尽〈江戸前期〉/分類早見字尽〈文化 3〉/新板絵入･童子重

宝	万用字尽教鑑〈年代不明〉　　15. 万貨字海･古語註解	童子字尽安見〈正徳 6〉/筆海俗字指南車〈享保17〉/童訓集〈江戸前期〉　　16. 改正再板	へ

んづくし･くにづくし〈天保 3〉/国尽扁尽大全	并隅田川往来〈江戸後期〉/対相四言〈文化 4〉/難字往来〈延宝 8〉/字林長歌〈宝永7〉/字纂往来〈元

禄 2〉/小野篁歌字尽〈寛文13〉/小野篁歌字尽〈延宝5〉/小野篁歌字尽〈元禄 2〉　　17. 増字改正	小野篁歌字尽〈宝永7〉/小野篁歌字尽〈年代不明〉/

増補新板	小野篁歌字尽〈弘化 2〉/小野篁歌字尽〈天和 3〉/小野篁歌字尽大全〈明治初〉/小野篁大増補	大全歌字尽〈江戸後期〉/新奇妙案	小野[バカ

ムラ]嘘字尽〈文化 3〉/開化小野[バカムラ]啌字尽〈明治初〉/小野篁地獄往来〈江戸後期〉/礫字往来〈江戸後期〉　　18.世話習字	漢語往来	高田義

甫著	〈明治初〉/童蒙必読	単語往来〈明治初〉/童蒙暗誦	英語往来〈明治 5〉/維新	漢語往来〈明治7〉/文政再版･官名百官	文字正撰便〈江戸後期〉

/苗字尽〈年代不明〉/ 頭紋尽	諸家名字往来〈天保11〉/新版	伊呂波繰苗字尽〈江戸後期〉/皇国姓名誌〈明治初〉/名頭字尽〈江戸後期〉/名がしら字･〈江

戸後期〉　　19. 五体名頭字	改正〈江戸後期〉/増字	五体名頭字〈江戸後期〉/音訓	開化名頭〈明治 8〉/増補名乗字彙〈嘉永4〉/相性名頭･偏冠字尽	

家名尽〈江戸後期〉/清永公敬編	官職名〈明治7〉/尊円親王真蹟手本〈年代不明〉/席書之熟字〈江戸後期〉/改正諸状･手形要用	童子早学文〈安政年間〉

/五十音･大統･地名〈明治初〉　　20. 四体千字文〈慶長11〉/四体千字文〈正保 2〉/十体千字文〈寛永 20〉/絵鈔両点	十体千字文〈享保 6〉/真草両読	

寺子読書千字文〈寛延 2〉/両点	童子千字文〈天保14〉/画本千字文〈天保 6〉　　21. 風月往来〈寛永17〉/風月往来〈慶安 3〉/風月往来〈明暦 4〉/貞

徳文集〈慶安 3〉/知古往来〈万治3〉　　22. 花鳥往来〈宝暦13〉/初学文章並万躾方〈寛永11〉/初学文章並万躾方〈寛永13〉/文林節用筆海往来〈享保

18〉　　23. 用文章綱目〈元禄 5〉/書札調法記〈元禄 8〉　　24. 万海宝蔵	四民往来〈享保 20〉/書翰初学抄〈寛文 9〉　　25.寺沢新撰	当用往来〈宝永4〉
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68 ［ 年.月 ］：大空社の発行年月　　〈　〉：複刻版の原版情報（著者、発行年）　　〔　〕：解説執筆者など

/寺沢	幸文往来〈宝永6〉/寺沢	年中往来〈享保19〉/初学筆要集〈享保 9〉　　26. 花月文章〈明和1〉/長雄新消息集〈明和 7〉/新板常用･万世宝鑑	紅

梅用文顕徳大成〈明和 6〉/五節往来〈文化 2〉/本目	書札撰要〈元禄 9〉/三流消息〈元禄 11〉　　27. 筆玉用文万宝大成〈享保年間〉/文林家宝･字考大

成	筆海用文聯珠宝鑑〈享保年間〉/童子用文章（四季用文章）〈享保12〉/書札大成	倭文通錦字箋〈宝暦 7〉/筆徳用文袖鏡〈江戸後期〉/ 頭書画入	筆

林用文章指南車〈文政1〉　　28. 大全一筆啓上〈安政 5〉/新板頭書	年中用文章宝鑑〈江戸中期〉/書翰用文〈江戸中期〉　　29. 翰墨通宝	安永用文章〈安

永4〉/新庭訓往来〈嘉永3〉/新撰絵入	註訳用文章〈慶応1〉/町方書札集〈享保19〉/万日記〈年代不明〉/万日記〈文政12〉/商家必用	万手形案文〈寛

政 6〉/弘化再刻	万手形証文〈弘化 3〉/諸手形証文集〈江戸後期〉　　30. 新板増補	累語文章往来〈安永7〉/御家	改撰消息往来〈享和 2〉/文章往来〈文

政 3〉/大全消息往来〈江戸後期〉/消息往来詳註〈天保 2〉/新刻両点	消息往来画抄〈文久 1〉/新撰尺牘往来〈明治 5〉　　31. 実語教･童子教〈文明

11〉/実語教･童子教〈寛永8〉/実語教･童子教〈江戸前期〉/実語教･教児書〈明暦 4〉/実語教注〈室町前期〉/実語教抄〈慶安 2〉/実語教･童子教〈寛

文4〉/実語教諺解･童子教諺解〈寛文 9〉/実語教童子教絵抄〈江戸前期〉　　32. 新板頭書	実語教･童子教〈江戸中期〉/註釈絵入	実語教童子訓〈天

明5〉/実語教画本〈享和 2〉/童子教画本〈文化 3〉33. 実語教童子教証註〈文化13〉/至要鈔竝制戒文〈安政 5〉/明語教児抄〈延宝 8〉/俗語教･道戯興〈元

禄 11〉/新実語教〈宝永5〉/新実語教〈天明1〉/孝子教〈天明8〉/幼学国字解〈享和 2〉　　34. 教訓･註訳･絵入	曲礼童子訓〈文化 5〉/教訓	道外実

語教〈天保 5〉/松浦果著	改正実語教･便蒙当時教〈明治7〉/三字経〈天明7〉/経典余師	三字経之部〈嘉永7〉/余師	三字経童子訓〈天保12〉/四字経

〈文化 4〉/五字教〈天保12〉/今川状･腰越状〈寛永19〉/今川状･腰越状〈明暦 3〉/手習教訓壁書〈享和 3〉　　35. 今川諺解大成〈元禄 2〉/絵本今川状

〈天保14〉/官刻	六諭衍義大意〈享保7〉/賜版六諭衍義大意〈寛政11〉/賜版	六諭衍義大意〈安政 3〉/重刻	六諭衍義〈文政13〉/六諭衍義大意〈明

治3〉/六諭衍義大意〈天保15〉/六諭衍義大意〈安政4〉/六諭衍義小意〈享保16〉　　36. 教訓道しるべ〈寛政 3〉/六諭衍義大意〈文化 7〉/てら子の友〈文

政11〉/いろは歌絵抄〈天保7〉/教訓以呂波歌〈年代不明〉/子供早学問〈文化13〉/童子早学問〈文政4〉/子供早学問〈江戸後期〉/教訓竹馬歌〈安永3〉

/童子身能久寿利〈江戸後期〉/竹馬抄〈享保7〉/水戸黄門光圀卿御遺訓	天筆和合楽〈弘化 4〉/最明寺殿教訓仮名式目〈文政 7〉　　37. 謹身往来〈寛政 2〉

/謹身往来精注鈔〈文久 2〉/牢人状〈江戸前期〉/童子無覚悟状･狸申状〈享保7〉/嘉永再版	無覚悟状〈嘉永年間〉/無覚悟状〈年代不明〉/養子状〈文

化11〉新刻頭書	頑悪儡状〈嘉永3〉/むじな状〈安政 5〉/親族和合往来〈文政 7〉/眼前教近道〈文政11〉/庭訓要語〈天明6〉　　38. 再刻	勧善種蒔集〈江

戸後期〉/善悪種蒔	かねのなる木〈江戸後期〉/教訓	忠孝名文章〈慶応 2〉/教訓誰身の上〈江戸後期〉/四民教諭〈文化 3〉/大字絵抄	二十四孝〈安永5〉

/絵本増補二十四孝〈江戸後期〉/勧孝歌	附八反歌〈宝暦 12〉/長雄孝行かな文〈寛政 7〉/孝行和讃〈文化 9〉/童子教訓	孝行種〈文政 7〉/人道

二十四ヶ条掟書〈文政 8〉　　39. 孝行往来〈天保 6〉/孝行萠草〈天保14〉/勧孝文〈弘化 2〉/教訓孝行草〈江戸後期〉/当用玉置	初学要集〈天和 2〉/

手習仕用集･手習新式目〈元禄 8〉　　40. 新増	寺子入木鈔〈并新式目〈元禄 8〉/初学用文筆道往来〈享保 6〉/堀氏	寺子往来〈正徳 4〉/日本国尽	寺子

教訓書･異見状〈江戸後期〉/寛政新撰	通俗教訓往来〈寛政1〉/玉のはやし〈文久 2〉/幼童三ッ之恩報礼抄〈天保14〉/良薬躾方〈嘉永4〉/小笠原流百ヶ

条〈万治 2〉　　41. 頭書絵入	童子諸礼躾方往来〈文化12〉/諸礼大学〈江戸後期〉/世話字文章	金平往来不言斎先生著〈文政 3〉/物嗅状〈江戸後期〉/

物草往来〈嘉永 2〉/童部状･物嗅状･勧学状ほか〈安永 2〉/勧学筆記〈安永8〉/新板頭書	童子進学往来〈寛政 6〉/童子状〈年代不明〉/新鐫絵入	養

育往来〈天保10〉/和訓	近道子宝〈正徳 3〉　　42. 崑崙堂	近道子宝	童子智恵嚢〈江戸後期〉/ 頭書絵入	近みち小宝〈江戸後期〉/示童宝鑑〈延享2〉/

寺子宝久種〈明和 5〉/世話字往来教車〈安永5〉/経書往来〈寛政 2〉/学校往来〈明治7〉/幼稚諭第一輯	修身往来･体操往来〈明治初〉/髫髦口遊〈文

化10〉/一騎歌尽〈文久3〉

　● 3 期［歴史科往来（43-50 巻）･地理科往来（51-62 巻）･産業科往来（63-72 巻］　30 巻（43-72 巻）　　436,893円	

43. 新板	古状揃〈江戸前期〉/古状揃〈江戸前期〉/武家往来	盛衰記･太平記〈寛文10〉/盛衰記源平往来〈元禄 14〉　　44. 児読	源平古状揃講訳〈天保

13〉/南朝太平	忠臣往来〈元治1〉/花墨新古状揃万季蔵〈文化1〉/甲越古状揃大全〈安政 2〉/新古状揃〈江戸中期　　45. 文化新刻	児読古状揃講釈〈文

化 3〉/児読古状揃証註〈天保14〉/ 頭書訓読	古状揃精注鈔〈天保14〉/ 頭書読法	古状揃具註鈔〈明治4〉/泰平古状揃講釈〈江戸後期〉　　46. 絵図注

入	教古状揃大成〈江戸後期〉/新板絵抄	腰越状〈江戸後期〉/新版	腰越状絵抄〈江戸後期〉/義経腰越状	弁慶書正筆写〈文政 3〉/ 頭書絵抄	含状并

梶原讒顕状〈江戸後期〉/辨慶状〈江戸前期〉/新刻改正	辨慶状〈江戸後期〉/熊谷送状〈慶安 3〉/首書	大坂状絵抄〈江戸前期〉/大坂状〈江戸中期〉/

時宗状･曽我状〈江戸中期〉/古文並木曽埴生八幡宮願書〈年代不明〉/直江状〈江戸前期〉/尊円末流	薩摩状〈江戸前期〉/新板改正	菅原親王願書絵

抄〈江戸中期〉/朝比奈状〈重写本〉/新板	頼義勢揃絵抄〈江戸後期〉/虎狩〈嘉永5〉/新板	長田状絵抄〈江戸後期〉/ 頭書新刻	佐々木状絵抄〈江戸後

期〉/島原状〈年代不明〉/新板改正	菅丞相往来〈文化14〉/菅神御一代文章〈文政 6〉　　47. 新撰	曽我往来〈文政 6〉/甲申新版	木曽勇略往来〈文政 6〉

/甲申新版	英将義家往来〈文政 6〉/弓勢	為朝往来〈文政 6〉/甲申新版	義経勇壮往来〈文政 6〉/甲申新版	楠三代往来〈文政 6〉/甲申新版	栄達足利

往来〈文政 6〉/甲申新版	頼光山入往来〈文政 7〉/本朝千字文	傍注〈安永4〉/皇朝千字文〈明治初〉/皇国千字文〈明治初〉/皇国千字文解〈明治3〉　

　48.千字文〈明治3〉/ 稽古千字文〈明治 2〉/泰平復古	皇朝千字文〈明治 6〉/皇朝千字文〈明治18〉/自註詳解	日本千字文〈明治17〉/書史千字文〈明

和 4〉/小川長秋著	神代千字文〈明治 7〉/田中内記著	西洋千字文〈明治 7〉　　49. 村井清著	西洋千字文〈明治 9〉/本朝三字経〈安政 5〉/本朝三字経

余師〈明治4〉/本朝三字経辯〈明治 5〉/刪補	皇朝三字経〈明治 6〉/絵入	皇朝三字経〈嘉永6〉/皇朝新三字経〈明治初〉/鈴木柔著	西洋三字経〈明治7〉

/皇国三字史〈安政 3〉/皇朝三字史〈明治 6〉　　50. 神代三字史〈明治4〉/大統歌〈安政 6〉/改鐫	大統歌〈明治初〉/大統歌俗解〈明治 5〉/国学入門〈明

治初〉/本朝	沿革五字史〈明治 6〉/神徳略述頌〈明治初〉/神代道しるべ〈明治 6〉/世界開闢往来〈明治 6〉/歴代年号〈明治初〉　　51. 文化再板	江戸

名所方角書〈文化 4〉/江戸方角註解〈天保 9〉/江戸方角名所杖（初編･二編）〈慶応 2〉/新刻	江戸方角独案内〈享和 3〉/東都地名案内	女江戸方角〈天

保11〉/おみなえど方角〈嘉永1〉/英字新選	東京方角〈明治 5〉/新板	京町尽〈江戸後期〉/安達往来〈年代不明〉/弘前往来〈大正4〉/横浜地名案内〈明

治 8〉　　52. 御府内町名尽〈江戸後期〉/橋名寄往来〈文政 5〉/あわめぐり〈天保 9〉/甲斐四郡村名尽〈文久 2〉/岐阜町尽〈明治7〉/佐渡中村尽〈嘉永5〉

/紀州伊都郡	村名習字本〈明治11〉/安房国風土往来〈天保1〉/新板増補頭書	くにづくし･へんづくし〈文化11〉/新板絵抄	国名尽図抄〈江戸後期〉/

女文章国尽〈寛政 5〉/少婦日用	国尽女文章〈江戸後期〉/猪瀬	女婚礼国尽〈嘉永 2〉/世界国づくし〈附各国首府･里数･人員〉〈明治12〉/大字	江戸往

来〈寛文 9〉　　53. 江戸往来〈寛文 9〉/文政再版	続江戸往来〈文政年間〉/童蒙	東京往来〈明治 6〉/都名所往来〈延宝 3〉/童子重宝	都名所往来〈文

政13〉/百瀬	都名所〈寛政10〉/浪花往来〈延宝6〉/浪華随筆〈宝暦10〉　　54. 仲安	事物往来〈江戸前期〉/新撰絵入	女訓浪華名所〈天保 5〉/新撰	

大阪往来〈明治 7〉/箱館往来〈安政 3〉/仙台状〈宝永 3〉/山市往来〈重写本〉/高崎方角往来〈安永7〉/高崎往来〈年代不明〉/うつのみやげ〈明治

11〉/横浜往来〈明治 6〉　　55. 鎌倉名所往来〈文化 6〉/駿河状〈文政 12〉/海津往来〈寛延4〉/松本往来〈文政 3〉/かごしま案内〈明治15〉/さとの

しるべ	桜井敬長著〈明治 9〉/新編三浦往来〈天保15〉/渡辺輝寿編纂	伊豆地理往来〈明治15〉/上田往来〈文化11〉　　56. 遠江風土歌〈明治 7〉/諏

訪郡合併村往来〈重写本〉/寺子重宝･名所文絵入	新撰大和往来〈天明7〉/河内往来〈天保 6〉/備前往来〈天保7〉/阿波往来〈安政4〉/土佐国地理

往来〈明治初〉　　57.日本往来〈貞享 5〉/絵入文章	日本往来〈江戸後期〉/童蒙楷梯	西洋往来〈明治1〉/銅版画入	万国往来〈明治4〉/文化己巳再板	

東海道往来〈文化 6〉/ 頭書街道名所名物	東海道都路往来〈文化 7〉　　58. 新美屋古路〈嘉永5〉/中山道往来〈江戸後期〉/中仙道都路往来〈天明5〉/

岐岨の花布美〈天保 6〉/木曽の掛橋〈弘化 4〉/吾妻路〈嘉永7〉/道中往来〈覆刻〉/文政新刻	奥道中歌〈文政 2〉/絵入･新板･頭書	道中往来〈寛政4〉

/駅路往来〈嘉永6〉/新鐫	平泉往来〈文政13〉/新版	金華山詣文章〈文政 8〉/名所･和歌･画入	塩竈詣文章〈江戸後期〉/塩竈詣〈文政 8〉/新編松

島往来〈天明8〉/松島往来〈文化 4〉/松嶋名所文庫〈文政4〉/ 頭書絵抄	竹駒詣〈文政 5〉　　59. 羽黒往来〈慶応 2〉/山寺状〈享保11〉/新撰	上州妙

義詣〈寛政 6〉/享和新撰	上州榛名詣〈享和 3〉/草津往来〈年代不明〉/享和新編	日光拝覧文章〈享和1〉/弘化新刻	日光詣結構往来〈弘化 4〉/新版	

筑波詣〈天保 3〉/鹿島詣文章〈寛政12〉/ 頭書絵入	成田詣文章〈文政4〉/ 頭書絵入	真間中山詣〈寛政 2〉/下総名所往来〈文政11〉/房州小湊	誕生

寺詣〈文化 9〉/新板･絵入･頭書	隅田川往来并八景和歌〈寛政4〉/隈田川往来〈文化 8〉　　60. 享和新編	浅草詣文章〈享和 2〉/亀井戸もうで〈寛政

13〉/大師河原	矢口詣〈寛政 6〉/百瀬	飛鳥山往来〈江戸後期〉/新編王子詣〈寛政10〉/新鐫	雑司谷詣〈江戸後期〉/新板手本	武陽菅原詣〈江戸後期〉

/堀内詣〈文化10〉/府中六所詣〈江戸後期〉/増補	鎌倉詣〈江戸後期〉/新版再刻	江之島詣文章〈江戸後期〉/江島鎌倉往来〈享和1〉/新撰富士詣〈文

政 6〉/新鐫身延詣〈江戸後期〉　　61. 近江八景	并序〈江戸中期〉/新板･頭書･絵入	花[ラク]案内京内詣〈天明3〉/西山･東山京	都名所独案内〈天

保7〉/筆道幼学	竜田詣	倭文章〈文化 6〉/住吉往来〈江戸後期〉/難波名勝帖〈嘉永 2〉/［サ］山難波往来〈江戸中期〉/享和新編	和歌浦名所文章〈文

政4〉/播州名所廻〈文政 5〉/讃岐国象頭山	金毘羅詣〈文政 5〉/金毘羅往来〈嘉永 2〉/買得往来〈寛延4〉/都名産記〈文久1〉　　62. 土佐国産往来〈年

代不明〉/長雄諸産往来〈明和 8〉/文政新版	諸国名山往来〈文政 7〉/諸国名物往来〈江戸後期〉/皇国産物往来〈明治 6〉/東京名物往来〈明治12〉/

世界の富	一名産物往来〈明治初〉/各国産物往来〈明治 6〉　　63. 手本	農業往来〈天明5〉/深沢菱潭著書読本	農業往来（初編･二編）〈明治7〉/農民

状	若林先生墨蹟〈明和 3〉/百性往来豊年蔵〈寛政 9〉/ 頭書絵入	百姓往来童子宝〈明和 8〉/農民専用	百姓往来〈文政12〉/誤字改正	百姓往来絵抄〈天



69※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

保13〉/百姓往来画抄〈江戸後期〉/百姓往来〈明治 2〉/新編農家用字	続百性往来太平楽〈享和 3〉　　64. 百姓日用重宝	農人往来〈文政年間〉/百姓

往来（異本）〈江戸後期〉/農稚教〈天保 8〉/田舎往来〈宝暦 8〉/稼往来〈文化 8〉/新版絵抄	農家手習状〈嘉永1〉/国人必要	百姓日用訓〈天保 6〉/

新編鄙児小学	百姓今川准状〈天明9〉/農人重宝	百姓掟往来〈天保14〉/麁食三益	家宝往来〈天保 5〉　　65. 閭巷往来〈江戸後期〉/郷村往来〈江戸後期〉

/在郷往来〈天保7〉/新撰	養蚕往来〈嘉永3〉/新撰養蚕往来〈明治 6〉/新撰絵入頭書	万作往来〈天保7〉/豊作往来〈天保12〉　　66. 耕作往来〈文

政13〉/農業短歌〈明治 2〉/官許	地方往来〈明治3〉/深沢菱潭著読本地方往来（初編･二編）〈明治7〉/農商往来	安倍喜平編･村田海石書〈明治13〉

/浜庇小児教種〈安政 5〉/船方往来〈江戸後期〉/新刻改正	番匠作事文章〈享和年間〉/絵入番匠作事往来〈天保14〉/大工註文往来〈江戸後期〉　　

67. 増字	番匠往来〈安政 3〉/作事註文	番匠往来〈文政12〉/平仮名附	番匠往来〈江戸後期〉/建営往来〈明治後〉/神社仏閣柱建往来〈文化13〉/万

宝柱立	番匠往来〈文政 6〉/左官職往来〈明治3〉/船由来記〈元禄 16〉/万船往来	一名船の由来記〈文政10〉/諸職必読	百工往来〈明治 9〉/諸品寸法

往来〈文政 6〉/商売往来〈元禄 8〉/中沢	商売往来国尽〈享保16〉/商売往来〈享保 20〉　　68. 商売往来刊誤〈文化 6〉/商売往来講釈〈文政10〉/万家

童訓	商売往来講釈〈江戸後期〉/改正再板･図会	商売往来注抄〈江戸後期〉/絵本商売往来〈江戸後期〉/商売往来絵字引（初編）〈江戸後期〉/商売往

来絵字引二編〈元治1〉/商売往来画抄〈慶応1〉/音曲商売往来〈江戸後期〉/増続	商売往来〈享保14〉/新商売往来〈寛延 2〉/商家	日用往来〈安永7〉

69. 新撰増補	大全商売往来〈文化11〉/増字商売往来大全〈文化 8〉/文化増補	日用商売往来〈文化12〉/新続商売往来〈文政 5〉/両点附	広完商売往来

〈嘉永3〉/増補	諸商買往来〈江戸中期〉/万家日用	商家往来〈江戸後期〉/問屋往来〈寛政 6〉/問屋往来講釈〈元治 2〉/ 頭書絵抄	和国娼家往来〈江

戸中期〉　　70. 頭書辨解	倡売往来〈江戸後期〉/本屋往来〈大正11〉/呉服往来〈天保 8〉/小間物往来〈重写本〉/湯語教〈慶応頃〉/商社往来〈明治 6〉

/世界商売往来〈明治 6〉/続世界商売往来〈明治 5〉　　71. 続々世界商売往来〈明治 6〉/世界商売往来補遺〈明治 6〉/世界商売往来追加〈明治 6〉/諸

職往来〈享保 5〉/ 頭書絵入	四民往来永楽通宝〈寛政 2〉/ 頭書絵抄	諸職往来註抄〈江戸後期〉/再板･士農工商増	補諸職往来〈享和 3〉/商売往来･

四民字尽	諸職往来大成〈江戸後期〉/黒田行元習字	改正諸職往来〈明治7〉/商民職人往来〈天明2〉　　72. 商人書状蔵〈文化1〉/町人書状鏡〈天保 2〉

/商人通用	商家用文章〈天保15〉

　● 4 期［社会科往来（72-80 巻）･女子用往来（81-94 巻）･百人一首往来（95・96 巻）･理数科往来（97・98 巻）･合本科往来（99・100 巻）］　28 巻（73-100

巻）　　407,767円

73.世話千字文〈享保 2〉/寺子教訓	世話千字文絵抄〈文政 9〉/世話千字文講釈〈元治1〉/開化	世話千字文〈明治 6〉/改正	世話千字文〈明治初〉/俚

語千字文〈明和 8〉/諸家学要	世話万字文〈天保7〉/万家専用	消息千字文〈文政10〉　　74. 書法千字文略解〈文政 7〉/新令千字文〈明治 7〉/医家千

字文〈江戸後期〉/青楼千字文〈明治初〉/開化千字文〈明治 6〉/童訓名数往来〈享和 3〉/万物名数往来〈寛政 7〉/諸数名寄	万物往来〈文久 2〉/ 頭書

日用重宝･伊呂波字引附	増補字尽童子教〈明治3〉　　75. 新撰世帯往来〈天明2〉/婚礼往来〈江戸後期〉/文政新刻	宗門往来〈文政 7〉/日本神国往来〈弘

化 4〉/絵入	開化往来〈明治 6〉/四民必読	文明往来〈明治 6〉/世界風俗往来〈明治 5〉/世界婦女往来〈明治 6〉　　76. 皇国	風俗往来〈明治初〉/四

季往来〈寛文10〉/新板	四季仮名往来〈延宝6〉/四季仮名往来〈江戸前期〉/繁栄往来〈安永6〉/江戸年中行事	繁栄往来〈江戸後期〉　　77. 江戸年中

往来〈享和1〉/享和新編	年中時候往来〈享和 3〉/天保再版	年中行事文章〈天保頃〉/御家	年中往来	并かな文〈文化10〉/仙府年中往来〈江戸後期〉

/風月余情四季扇文章〈文化 5〉/ 頭書絵入	年中衣裳文章〈江戸後期〉/新版	重宝衣服往来〈弘化 5〉/甲申新版	家具名尽文章〈文政 7〉/尊円大字	和

漢朗詠集〈正徳 2〉/詩歌往来〈寛政 5〉　　78. 四季詩歌集〈慶応1〉/七夕うたづくし･はさみ細工紋切かた〈江戸後期〉/長雄	源氏かな文章〈江戸中期〉

/ 頭書絵入	源氏名寄文章〈寛政 7〉/源氏物語表白〈寛政 9〉/御家流源氏六十帖〈年代不明〉/至徳諸芸往来〈文政 7〉/泰平小謡万々歳〈文政 6〉/御

成敗式目〈寛永5〉/合類絵抄	万宝御成敗式目〈正徳 3〉/御成敗式目絵抄〈元禄 10〉　　79. 御成敗式目証註〈天保10〉/静世政務	武家諸法度〈江戸中期〉

/儀則帖〈嘉永1〉/高札	天和御式目〈天和 3〉/御制札	正徳御式目〈江戸中期〉/御高札写〈安政1〉/荘内二郡五人組掟帳〈文政 2〉/五人組帳前書〈万

延 2〉　　80. 町役心得条目〈明治 2〉/村庄屋心得条目〈明治 2〉/維新	御布告往来（初編･二編）〈明治 5･6〉/高田義甫著･重刻	布告要字往来〈明治7〉

/新幼学往来〈江戸後期〉/御家流要用往来〈文久 2〉/童蒙必読	新聴用往来〈明治 6〉　　81. 庭の訓抄〈文化 4〉/女訓抄〈寛永19〉/めのとのそうし･じょ

くんしょう〈正保 3〉/女式目〈江戸前期〉　　82. 鑑草〈正保 4〉/絵入	女教訓文章〈元禄 7〉/婦人教訓書〈享保14〉/曹大家	女いましめ〈享和 2〉　　

83. おんなかがみ〈慶安 3〉/教訓女鑑〈天保11〉/女論語躾宝〈弘化 4〉　　84.女四書〈明暦 2〉/和漢絵入	女訓孝経教寿〈文政 5〉　　85.女四書芸文図

会〈天保 6〉/大和小学〈元文 2〉/佩戒絵入	女小学〈享保10〉　　86.女小学教艸〈宝暦13〉/女小学身持扇〈江戸後期〉/万宝	女用躾今川〈享保13〉/

女今川	教訓書〈江戸中期〉/女今川錦の子宝〈宝暦12〉/教訓躾方･頭書絵抄･当流女諸礼	女今川姫鏡〈宝暦13〉/女今川教草〈江戸後期〉/絵本女今川〈江

戸後期〉　　87.女誡絵入	女実語教･女誡絵入	女童子教〈元禄 8〉/女実語教[コガネ]嚢〈享和 2〉/女実語教（異本）〈年代不明〉/女大学宝箱〈享保1〉

/滝本流女大学〈文政10〉/女大学絵抄〈元治1〉　　88.女黌必読	女訓	一名一新女大学〈明治7〉/女中庸瑪瑙箱〈文政 2〉/文化補刻	女五常訓倭織〈文

化 3〉/女手ならい教訓の書〈江戸中期〉/女子手習状〈文政12〉/女教補談嚢〈宝暦 4〉　　89.やしない草〈元禄 2〉/女教訓岩根松〈明和 3〉　　90. 長雄

かな文集〈明和 2〉/女忠教操文庫〈享和1〉/女訓姿見	女前訓躾種〈天保14〉/女訓三の道〈文政 9〉/初学手本	貞女志満津文〈江戸後期〉/小学必読	

女三字経〈明治 6〉　　91. 当流	女用文章〈天和 2〉/女筆往来〈江戸前期〉/難波津〈正徳 4〉/ 頭書絵抄･和漢女礼式	女庭訓御所文庫〈明和 4〉　　

92.女中文章鑑〈享保 5〉/万宝	女文庫高蒔絵〈享保 6〉/女文林宝袋〈元文 3〉/日用重宝女教文章鑑〈寛保 2〉/新板女筆	女用文色紙染〈宝暦12〉　　

93.女用文章糸車〈明和 9〉/ 頭書年中消息替文	女用消息往来〈文化1〉/女消息往来〈天保頃〉/四季要文	女風月往来〈天保 5〉/教諭必用	女古状揃〈天

保 2〉/百人一首･伊勢物語･三十六人歌仙	女童子往来〈正徳 5〉　　94.女用知恵鑑〈享保 5〉/女用知恵鑑宝織〈明和 6〉/童女専用	女寺子調法記〈文化

3〉　　95.百人一首〈江戸前期〉/合類絵抄	宝玉百人一首〈享保 6〉/[セイ]粧宿直	百人一首至宝袋〈延享 3〉/錦葉百人一首女宝大全〈文化 8〉　　96.百

人一首･女文章	操大全玉文庫〈寛政 3〉/女用文章･諸礼躾方･百人一首	女教和歌海〈文政 2〉/百人一首	女訓玉文庫〈弘化 4〉/紅葉百人一首〈江戸後期〉

97. 算学智恵海〈享保 3〉/改算智恵車大全〈寛政4〉/享和再板	永徳塵劫記大成〈享和1〉/算盤見安〈嘉永6〉/新撰早割	二一天作〈文久1〉　　98. 永

代重宝	増補暦の抄〈享保1〉/童蒙必読	新暦訓蒙〈明治 6〉/官許	暦日往来〈明治 8〉/菩多尼訶経〈明治12〉/身体往来〈万延1〉/ 頭書図入	窮理童子

教〈明治 6〉/花谷安慧略解	天文三字経〈明治7〉　　99. 童子往来綱目〈元禄 11〉/万諸礼･古状揃･新増大成	童学庭訓七宝往来〈延享2〉/新童子往来

万代宝鑑〈明和1〉　　100. 教訓絵抄･幼学重宝	合書童子訓〈天保 6〉/新撰大全	童子往来百家通〈慶応 4〉

壬申の乱と古事記、日本書紀の成立　橋詰和人著［1992.2］A5 判 230頁　4-87236-213-6　　2,913円

❖　目録・索引・書誌　❖

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　［2015.9］B5 判 120頁　978-4-283-01318-6　　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、現状と構築の実際を、専門知識がなくても概観できる待望の入門書。

写真オールカラー。

書家画家雅号（呼称）索引　上（書の部）・下（画の部）　小笠原長則編〔日本地域社会研究所発行［2008］、大空社発売〕B5 判総 1832頁　　27,000円

■昭和までの雅号（呼称）約 7万 3000を五十音順に収録。雅号・名・字・俗称などから作者名がわかる逆引き人名索引書。

情報総覧 現代のロシア　大崎平八郎・川端香男里・木村明生・藤田勇監修／ユーラシア研究所編［1998.2］　B5 判 700頁　4-7568-0681-3　15,000円

■隣人として知っておきたい現況（1997年現在）を執筆陣130 名による質の高い記述 270 項目、豊富な図表・写真・コラムにまとめたロシア百科全書。旧ソ

連諸国情報総覧。

国書目録叢書　全40 巻　［1997-99］B5 判　　465,000円

■『国書総目録』『古典籍総目録』を補う基本文献。図書館・資料館や個人蔵書目録のうち、江戸・明治期の国書を多数含む資料性の高い目録を収録。

　●1回	10 巻（1-10 巻）［1997.2］4-283-00299-2　　104,000円
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1. 弘前図書館蔵書目録　和装本の部（その1,2）〈弘前市立図書館、昭和 42/ 昭和 51〉320頁　4-7568-0361-X　10,000円　　2. 弘前図書館蔵書目録　和

装本の部（その3,4）〈弘前市立図書館、昭和 52/ 昭和 60〉／秋田県立秋田図書館蔵時雨庵文庫目録〈秋田県立秋田図書館、昭和 45〉320頁　4-7568-

0362-8　10,000円　　3. 山崎文庫目録〈順天堂大学図書館、昭和 44〉410頁　4-7568-0363-6　12,000円　　4. 有隣舎和装本目録〈一宮市立豊島図書館、

昭和 43〉／暁霞文庫目録〈埼玉県立浦和図書館、昭和 46〉／沼澤文庫目録〈駒澤大学図書館、昭和 20頃〉／新発田市立図書館郷土資料蔵書目録（第1集）

〈新発田市立図書館、昭和 49〉／藤森桂谷文庫分類目録〈中野正美、昭和 47〉380頁　4-7568-0364-4　12,000円　　5. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（1）

〈静岡県立葵文庫、大正 15〉320頁　4-7568-0365-2　10,000円　　6. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（2）〈静岡県立葵文庫、大正 15〉290頁　4-7568-

0366-0　9,000円　　7. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（久能文庫之部）〈静岡県立葵文庫、昭和 3〉／静岡県立葵文庫和漢図書目録（郷土志料之部）〈静岡

県立葵文庫、昭和 6〉／静岡県立中央図書館久能文庫目録〈静岡県立中央図書館、平成元〉320頁　4-7568-0367-9　10,000円　　8. 静岡県立葵文庫和漢

図書目録（追加之部第1）〈静岡県立葵文庫、昭和 4〉280頁　4-7568-0368-7　9,000円　　9. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（追加之部第2）〈静岡県立葵

文庫、昭和 8〉330頁　4-7568-0369-5　10,000円　　10. 静岡県立葵文庫和漢図書目録（追加之部第3）〈静岡県立葵文庫、昭和12〉／江戸幕府旧蔵図書

目録（葵文庫目録）〈静岡県立中央図書館、昭和 45〉390頁　4-7568-0370-9　12,000円

　● 2 回	10 巻（11-20 巻）［1997.8］4-283-00300-X　　130,000円

11. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第1巻（1）〈慶應義塾図書館、昭和12〉460頁　4-7568-0555-8　13,000円　　12. 慶應義塾図書館和漢図書分類

目録　第1巻（2）〈慶應義塾図書館、昭和12〉460頁　4-7568-0556-6　13,000円　　13. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第1巻（3）〈慶應義塾図書

館、昭和12〉460頁　4-7568-0557-4　13,000円　　14. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第2 巻（1）〈慶應義塾図書館、昭和14〉520頁　4-7568-

0558-2　15,000円　　15. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第2巻（2）〈慶應義塾図書館、昭和14〉510頁　4-7568-0559-0　15,000円　　16. 慶應義

塾図書館和漢図書分類目録　第2巻（3）〈慶應義塾図書館、昭和14〉470頁　4-7568-0560-4　13,000円　　17. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第 4

巻（1）〈慶應義塾図書館、昭和11〉430頁　4-7568-0561-2　12,000円　　18. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第 4巻（2）〈慶應義塾図書館、昭和

11〉440頁　4-7568-0562-0　13,000 円　　19. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第 5 巻（1）〈慶應義塾図書館、昭和17〉390頁　4-7568-0563-9　

11,000円　　20. 慶應義塾図書館和漢図書分類目録　第 5巻（2）〈慶應義塾図書館、昭和17〉／慶應義塾図書館蔵　江戸期地誌紀行類目録稿含・寺社略

縁起類〈慶應義塾大学三田情報センター、昭和 47〉400頁　4-7568-0564-7　12,000円

　● 3 回	10 巻（21-30 巻）［1998.4］4-283-00301-8　　130,000円

21. 増訂	南葵文庫蔵書目録（1）〈南葵文庫、明治41/大正 9〉410頁　4-7568-0694-5　15,000円　　22. 増訂	南葵文庫蔵書目録（2）〈南葵文庫、明治

41〉420頁　4-7568-0695-3　15,000円　　23. 増訂	南葵文庫蔵書目録（3）〈南葵文庫、明治41〉420頁　4-7568-0696-1　15,000円　　24. 増訂	南葵

文庫蔵書目録（4）〈南葵文庫、大正 2〉420頁　4-7568-0697-X　15,000円　　25. 東京国立博物館蔵書目録　和書 2〈東京国立博物館、昭和 32〉490頁

4-7568-0698-8　14,000円　　26. 栃木県立図書館所蔵　黒崎文庫目録〈栃木県立図書館、昭和 43〉／義太夫浄瑠璃本目録　鶴澤清六遺文庫・鶴澤綱造

遺文庫・竹本彌太夫遺文庫〈大阪市立中央図書館、昭和 42〉／義太夫浄瑠璃本目録　野澤吉兵衛遺文庫〈大阪市立中央図書館、昭和 56〉／名古屋大学蔵

書目録　古書の部第1集　神宮皇学館文庫〈名古屋大学附属図書館、昭和 37〉430頁　4-7568-0699-6　11,000円　　27. 三原図書館　古書目録　第1集・

貴重書〈三原図書館、昭和 28〉／和漢書目録 1,2〈熊谷市立熊谷図書館、昭和 35/昭和 36〉／尾道市立尾道図書館　古和書漢籍目録〈尾道市立尾道図書館、

昭和 39〉／富山県立図書館所蔵志田文庫目録〈富山県立図書館、昭和 28〉410頁　4-7568-0700-3　12,000円　　28. 蔵書目録　工藤文庫篇〈青森県立図

書館、昭和 47〉／日本大学総合図書館蔵書目録　第 8 輯　往来物目録〈日本大学総合図書館、昭和 49〉／素行文庫目録〈平戸素行会、昭和19〉360頁　

4-7568-0701-1　11,000円　　29. 東京教育大学国語学研究室蔵書目録〈東京教育大学国語学研究室、昭和 42〉／今治市河野美術館図書分類目録〈土田衛

他、昭和 49〉／大韓民国国立　ソウル大学校図書館蔵日本古典籍目録〈須田悦生、昭和 57〉／大韓民国国立ソウル大学校図書館蔵日本古典籍目録（続）〈須

田悦生、昭和 58〉／台湾大学研究図書館蔵日本古典籍目録〈須田悦生、昭和 59〉400頁　4-7568-0702-X　11,000円　　30. 北岡文庫蔵書解説目録　細川

幽斎関係文学書〈熊本大学法文学部国文学研究室、昭和 36〉／北岡文庫蔵書解説目録（続）〈長谷川強・野口元大、昭和 38〉／北海道国文学文献目録〈野

田壽雄他、昭和 42/昭和 43〉／山崎文庫目録〈大阪女子大学附属図書館、昭和 47〉390頁　4-7568-0703-8　11,000円

　● 4 回	10 巻（31～ 40 巻）［1998.12］4-283-00302-6　　101,000円

31. 八戸市立図書館国書分類目録 1,2〈八戸市立図書館、昭和 53/ 昭和 56〉400頁　4-283-00000-0　10,000円　　32. 八戸市立図書館国書分類目録 3〈八

戸市立図書館、昭和 57〉／弘前大学附属図書館　山本文庫目録・田名部文庫目録〈弘前大学附属図書館、昭和 45〉370頁　4-283-00001-9　10,000円　

33. 小西文庫和漢書目録〈宮城県図書館、昭和 58〉／青柳・今泉・大槻・養賢堂文庫和漢書目録〈宮城県図書館、昭和 59〉　270頁　4-283-00002-7　8,000円

34. 伊達文庫目録〈宮城県図書館、昭和 62〉390頁　4-283-00003-5　11,000円　　35. 宮城県図書館和古書目録〈宮城県図書館、平成 3〉490頁　4-283-

00004-3　14,000円　　36. 宮城県図書館漢籍分類目録〈宮城県図書館、昭和 60〉570頁　4-283-00005-1　14,000円　　37. 東書文庫所蔵　教科用図書

目録　第1集（1）〈東書文庫、昭和 54〉370頁　4-283-00006-X　8,000円　　38. 東書文庫所蔵　教科用図書目録　第1集（2）〈東書文庫、昭和 54〉470

頁　4-283-00007-8　9,000円　　39. 東書文庫所蔵　教科用図書目録　第2 集（1）〈東書文庫、昭和 60〉310頁　4-283-00008-6　7,000円　　40. 東書

文庫所蔵　教科用図書目録　第2集（2）〈東書文庫、昭和 60〉490頁　4-283-00009-4　10,000円

参考書誌研究 　複刻版　全 10 巻・別巻1　国立国会図書館専門資料部編［1997］A5 判　4-7568-0677-5　　100,000円

■〈国立国会図書館発行、昭和 45.11.1- 平成 3.11.11〉。

雑誌索引 戦前雑誌記事索引　全4巻　下戸前繁松編［1994.2］B5 判　4-87236-875-4　61,165円

■〈雑誌索引発行所、大正11- 昭和16〉。明治初年から昭和戦前期までのあらゆる雑誌・図書からキーワード4000 件以上を抽出。

東京大学法学部附属 明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧　全 150 巻	［1993-98］B5 判（全 25回配本）　2,427,175円（各配本 97,087円）

■「目次」は収録内容を表示するだけではない。原誌の様々な情報と性格、さらにその時代の雰囲気を雄弁に伝える。現・東京大学大学院法学政治学研究

科附属近代日本法政史料センター所蔵の主要雑誌目次を原誌頁のまま集成。近現代史のあらゆる領域に有益この上ないツール。

●1回［総合編］6 巻（1-6 巻）［1993.5］4-87236-285-3	 ● 2 回［哲学思想編］6 巻（7-12 巻）［1993.7］4-87236-286-1　

● 3 回［経済編］6 巻（13-18 巻）［1993.9］4-87236-287-X	 ● 4 回［宗教編］6 巻（19-24 巻）［1993.11］4-87236-288-8

● 5 回［医学・衛生編］6 巻（25-30 巻）［1994.2］4-87236-289-6	 ● 6 回［憲政編］6 巻（31-36 巻）［1994.5］4-87236-290-X

●7回［教育編］6 巻（37-42 巻）・付録 1冊［1994.7］4-87236-291-8	 ● 8 回［風俗編］6 巻（43-48 巻）［1994.9］4-87236-292-6

● 9 回［文芸編］6 巻（49-54 巻）［1994.11］4-87236-293-4	 ●10 回［経済編Ⅱ］6 巻（55-60 巻）［1995.2］4-87236-294-2

●11回［芸術編］6 巻（61-66 巻）［1995.05］4-87236-295-0	 ●12 回［婦人編］6 巻（67-72 巻）［1995.7］4-87236-296-9

●13 回［子供・青年編］6 巻（73-78 巻）［1995.9］4-7568-OO85-8	 ●14 回［工業編］6 巻（79-84 巻）［1995.11］4-7568-0097-1

●15 回［総合編Ⅱ］6 巻（85-90 巻）［1996.2］4-7568-0118-8	 ●16 回［宗教編Ⅱ］6 巻（91-96 巻）［1996.5］4-7568-0222-2

●17 回［農林・水産編］6 巻（97-102 巻）［1996.7］4-7568-0223-0	 ●18 回［医学・衛生編Ⅱ］6 巻（103-108 巻）［1996.9］4-7568-0224-9

●19 回［科学編］6 巻（109-114 巻）［1996.11］4-7568-0225-7	 ● 20 回［外交編］6 巻（115-120 巻）［1997.2］4-7568-0226-5

● 21回［地理・歴史・交通／警察編］6 巻（121-126 巻）［1997.5］4-7568-0549-3

● 22 回［外交／軍事／教育／子供・青年／スポーツ編］6 巻（127-132 巻）［1997.7］4-7568-0550-7

● 23 回［総合／宗教編］6 巻（133-138 巻）［1997.9］4-7568-0551-5	 ● 24 回［芸術／文芸／風俗編］6 巻（139-144 巻）［1997.11］4-7568-0553-1

● 25 回［索引編］（雑誌別著者名索引・収録雑誌五十音順別検索一覧）6 巻（145-150 巻）［1998.2］4-7568-0552-3

年表情報集覧　全 10 巻　津曲裕次監修／年表研究会編［1998-99］A4 判（全 2回配本）　　200,000円

■五十音からでも分野（主題）からでも、求める年表を即座に引き出せる最強ツール。あらゆる分野の年表書誌データと年表を収録。関連事項・年表との比
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較もできる。　1：五十音順書誌データ〈3550 超タイトル〉　2-5：分野別（思想・宗教／歴史・世界・地理／国際・政治・経済／社会／教育・学術／科学技

術／福祉・医療・リハビリテーション／情報・ジャーナリズム／文化・芸術・スポーツ／文学）実物年表410 収録。

　●1期	5 巻（1-1～ 5-1巻）［1998.4］4-7568-0709-7　　100,000円

　● 2 期	5 巻（1-2～ 5-2 巻）［1999.1］4-7568-0869-7　　100,000円

ヨーロッパ船の博物館ガイド　庄司邦昭著［1998］B6 判 220頁　4-7568-0732-1　　1,500円

古本年鑑　全4巻　［1994.2］A5 判　4-87236-874-6　　33,981円

■〈古典社、昭和 8-12年版〉。日本初で唯一の古書界の年鑑。書誌研究宝庫。戦前期の古書界の動向と実態を浮き彫りにする。

官庁刊行物総合目録　全 8 巻　国立国会図書館支部図書館部編［1992.7］B5 判　4-87236-243-8　　126,214円

■〈昭和 27-35〉。昭和 20.9-33.12に刊行された官庁文書目録。

雑誌年鑑 昭和 14 年版～昭和 17 年版　全4巻　　日本読書新聞社・協同出版社編［1988.2］A5 判	4-87236-037-0　　65,000円

■〈昭和14-17〉。日本初の雑誌年鑑。戦時下（外地も含む）ジャーナリズムの実態と言論思想活動のすべてを明らかにする。戦時下の外地（朝鮮、台湾、

樺太、南洋、関東州）、満州国・蒙疆の雑誌目録も収録。

統計資料解題　内閣統計局編［1988.2］B5 判 620頁　4-87236-038-9　　19,000円

■〈昭和11〉。内閣統計局が官庁・学校・民間調査機関・諸団体企業などに照会して得た報告資料、各種刊行物に含まれるあらゆる分野の統計資料及びその

原典の解題を収録。

❖　デジタル出版　❖

〈大空社デジタル資料叢書［USB 版］〉
絵本通俗三国志　Ver.2.0　1本　池田東籬亭校正・葛飾戴斗画図［2016.8］4-283-01242-4　　60,000円

■圧倒的な画法で『三国志』の魅力を最大限に引き出した傑作・江戸期版本全 75冊＋活字本を、高精細カラー画像で完全デジタル化。日本の『三国志』

ブームの原点を見て、読んで、楽しむ体感型電子書籍。

古今要覧稿　Ver.1.0　1本　屋代弘賢編［2015.5］4-283-01247-9　　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〉。

北斎漫画　Ver.2.0　1本　葛飾北斎画・大空社編［2015.5］4-283-01246-2	 	35,000円

■初の〈本格〉デジタル化。「見る」から「引く」へ、「使える」北斎漫画の誕生！初の画題総索引化。思いつくことばで自由自在に検索できる！

群書類従　Ver.2.0　1本　塙保己一編纂［2015.3］4-283-01243-1　　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）。

明六雑誌・明六雑誌語彙総索引　Ver.2.0　1本　大空社・髙野繁男・日向敏彦編［2015.2］4-283-01245-5　　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。

有朋堂文庫　Ver.2.0　1本　上田万年・関根正直・藤井乙男監修、塚本哲三編集［2015.2］4-283-01244-8　　80,000円

■『有朋堂文庫』（大正15～昭和 2年、有朋堂書店）全 121巻・471作品。総約 81,000頁。多くの知識人・著名人を楽しませた魅力ある日本古典の宝庫。

ＤＶＤ版 紙芝居 平和への祈り　ＤＶＤ全 1枚［2013.9］978-4-283-01070-3［2013.9］　　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。反核・平和教

育教材として。第1～30 最終回の全 330 場面完全収録。約 90 分。カラー作品・モノラル音声。〈制作協力・ＮＨＫ情報ネットワーク〉。

ＮＨＫ わたしの自叙伝	ＣＤ全 39 枚・解説書 1〔発行：ＮＨＫサービスセンター［2012］、総発売元：大空社〕（全 2回配本）978-4-283-01026-0　　

140,000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。分野別セット分売可（下記）

　●1回　ＣＤ20枚（ＣＤ1-20）　978-4-283-01027-7　　70,000円

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　　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　　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　　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　

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　　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　　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

　● 2 回　ＣＤ19枚（ＣＤ21-39）＋解説書（語りの概要／略歴／参考文献）　978-4-283-01048-2　　70,000円

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　　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

デ
ジ
タ
ル
出
版
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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　　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）Ｄ51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　　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　　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　　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　　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

ＮＨＫ わたしの自叙伝　分野別セット［限定各20セット］

№1〈学問・研究Ａ〉ＣＤ4 枚　8人（今西錦司 /川喜田二郎/有賀喜左衛門 /宮本常一/井上光貞 /江上波夫 /丹下健三 /福山敏男）　978-4-283-

00666-9　　14,000円	

№ 2〈学問・研究Ｂ〉ＣＤ5 枚　10人（直良信夫 /末永雅雄 /本田正次 /木原均/島秀雄 /茅誠司/早石修/河村郁/平澤興 /湯浅八郎）　978-4-283-

00667-6　　17,500円

№ 3〈教育・宗教〉ＣＤ3 枚　6人（林竹二 /大村はま/城戸幡太郎/松前重義 /葉上照澄 /小笠原英法）　978-4-283-00668-3　　10,500円

№ 4〈芸能・スポーツ他〉ＣＤ6 枚　12人（博多淡海 /北條秀司/森繁久彌 /芦田伸介/長谷川一夫 /田中千代 /橋本宇太郎/笑福亭松鶴 /平川唯一/辻

嘉一/川上哲治/島岡吉郎）　978-4-283-00669-0　　21,000円

№ 5〈社会・実業Ａ〉ＣＤ3 枚　6人（むのたけじ/森恭三 /扇谷正造 /小林勇/石垣綾子/丸岡秀子）　978-4-283-00670-6　　10,500円

№ 6〈社会・実業Ｂ〉ＣＤ4枚　8人（永野重雄 /水上達三 /瀬川美能留/吉野俊彦/高柳健次郎/井深大 /黒沢酉蔵 /山内みな）　978-4-283-00671-3　

14,000円

№ 7〈政治〉ＣＤ2 枚　4人（蜷川虎三 /藤山愛一郎/福本和夫 /太田薫）　978-4-283-00672-0　　7,000円

№ 8〈文化・芸術Ａ〉ＣＤ4 枚　8人（新藤兼人 /今井正 /今日出海 /依田義賢 /手塚治虫 /田河水泡 /横山泰三 /濱谷浩）　978-4-283-00673-7　　

14,000円

№ 9〈文化・芸術Ｂ〉ＣＤ3 枚　6人（渡辺暁雄 /高木東六/高光一也 /八木一夫 /寿岳文章/大江巳之助）　978-4-283-00674-4　　10,500円

№10〈文芸〉ＣＤ5 枚　10人（丹羽文雄 /井上光晴/尾崎一雄 /黒岩重吾/大原富枝 /田宮虎彦/中村真一郎/山本茂實/石垣りん/松田解子）　978-4-

283-00675-1　　17,500円

別冊　解説書 1冊　人物紹介 78人　978-4-283-00665-2　　3,500円

東洋学芸雑誌〈ＤＶＤ - ＲＯＭ〉　全 1枚　［2011.2］978-4-283-00778-9　75,000円	 《パンセ学術図書販売　専売商品》

■〈東洋学芸社→東京社→興学会、1881（明治14）年～1930（昭和 5）年〉。現代日本の全学術分野の礎石となった雑誌の雄。全 567号、約 35,000頁を1

枚に収録。

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［2009.11］978-4-283-00625-6　　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。（ビデオＶＨＳ全 8 巻［1996］4-283-00450-2　67,000円のＤＶＤ化）

オーディオブック 三国志 〈ＣＤ〉　全 100 枚・付ガイドブック　吉川英治原作・橋爪功朗読［2009］　978-4-283-00624-9　　236,190円

■橋爪功のすばらしい語りで聴く、『三国志』全文朗読、史上初の壮挙。全 108 時間。

赤い鳥〈ＣＤ - ＲＯＭ〉 　全3 枚　（鈴木三重吉主宰）［2008.7］978-4-283-00546-4　　60,000円	 	 　	《パンセ学術図書販売　専売商品》

■日本児童文学の出発点となった記念碑的雑誌〈鈴木三重吉主宰、大正7.7～昭和11.9〉。全 196冊をカラーページもそのままにまるごと収録。ＰＤＦ形式。

総目次、著者名索引付。

続々群書類従〈ＣＤ - ＲＯＭ〉for Windows　全 2 枚　［2004］4-283-60001-6　　32,000円

■『群書類従』『続群書類従』に漏れた資料、10 部・約 300点収録。底本＝国書刊行会版『続々群書類従』全 16 巻。

大正期翻訳文学画像集成 雑誌編〈ＣＤ - ＲＯＭ〉for　Windows　川戸道昭・中林良雄・榊原貴教編〔ナダ出版センター発行［2003］、総発売元：大

空社〕

■雑誌に発表された形を、見出し・組み方・挿絵まで初出の形態をそのままに収録。検索機能、翻訳年表付き。

 ●1期　6 巻（1-6 巻）［2003］　114,000円（各巻19,000円）

1. メーテルリンク集　　2.トルストイ集　　3.ドストエフスキー集　　4. ストリンドベリ集　　5.モーパッサン集　　6.ワイルド集

日本風俗図絵〈ＣＤ - ＲＯＭ〉for Windows　全 1枚　（黒川真道編）［2001］4-283-60000-8　　20,000円

■江戸時代の社会・生活を師宣・歌麿等代表的浮世絵師が描いた絵本 35点。底本＝黒川真道編『日本風俗図絵』刊行会（大正3）。

〈ＣＤ - ＲＯＭ〉版で読む昭和 / 平成 for Windows　「毎日」の出来事 1926 ～ 1995　全 95 枚　[1998.2]4-7568-0179-X　　450,000円

■「東京日日新聞」「毎日新聞」朝刊の第一面と第一社会面を画像で収録。25,550日の世界情勢・社会の記録。日付・主要記事、キーワード検索。

明治期翻訳文学書全集　イギリス文学編〈ＣＤ - ＲＯＭ〉for Windows　全 6 枚・別冊1　［1998］4-7568-0752-6　　120,000円

■国立国会図書館所蔵159点 208冊を画像で収録。

和漢三才図会〈ＣＤ - ＲＯＭ〉for Windows　全 2 枚　（寺島良安編）［1998］4-7568-0751-8　　30,000円

■寺島良安編。全 105 巻 81冊・約 6700頁。天（6 巻）・人（48 巻）・地（51巻）の三才に分類し森羅万象を収める図説大百科。

名所図会集成〈ＣＤ - ＲＯＭ〉for Windows　全 2 枚　［1998］4-7568-0750-X　　50,000円

■江戸後期に出版の絵入り名所ガイド 9点 51冊約 6000頁を収める。都・大和・和泉・伊勢参宮・東海道・播州・木曽路ほか。

群書類従〈ＣＤ - ＲＯＭ〉for Windows　全 3 枚　（塙保己一編）［1997］4-7568-0178-1　　50,000円【大空社デジタル資料叢書 USB 版［2015］として刊行】）

■塙保己一編、25部分類・全 530 巻 666冊。国書・古典究極の叢書。底本＝続群書類従完成会版『群書類従』全30 巻（訂正三版）。書名・輯・頁検索。

文書画像〈文字〉検索エンジンソフト セイム（SAME）　USB	1本　　55,238円



73※〈在庫商品〉目録ではありません。　詳しくは p.2 をご覧ください。

■検索作業の抜群の効率化を即実現！蓄積・保存された厖大な文書画像（非テキスト文書）の文字検索に抜群の威力！指定の文字と同じ文字・類似する文字

を瞬時に見つけ出す！　テキスト検索ではないので、テキスト入力もＯＣＲも不要！

ヨムアンドミル 次世代 デジタルコンテンツリーダー　セット（コントロールボックス、セットディスプレイ、専用無線マウス、専用プリンタ）

■独自開発（パソコンとは違う）アーカイブズ閲覧の決定版！　収集資料の活性化、図書館・博物館など、公開用閲覧機の速やかな実現！　簡単操作・即戦

力・高耐久・省エネ・無音・ネット接続不要・ノンメンテナンス！　キーボード不要、スイッチオン、マウスのみで資料閲覧・デジタルデータ閲覧可能な次世

代基本機器。史資料のデジタル化からご相談承ります。

――――――

❖最新在庫状況のお問合わせはこちらから
〈「大空社」の刊行物〉

www.ozorasha.co.jp
eigyo@ozorasha.co.jp

学術資料出版

大空社出版

《パンセ学術図書販売株式会社　専売商品》

	掲載頁	 　（ジャンル）	 　　書	名

 34 社会・政治・経済 近代犯罪資料叢書
 44 児童 図説	絵本 ・挿絵大事典
 44 児童 図説	児童文学翻訳大事典
 52 福祉・看護・医学 雑誌 『養護 / 学童養護』
 53 福祉・看護・医学 近代日本養生論 ・衛生論集成
 54 福祉・看護・医学 現代日本看護名著集成
 54 福祉・看護・医学 近代日本看護名著集成
 55 体育・スポーツ 戦後体育基本資料集
 55 体育・スポーツ 女子体育基本文献集
 55 体育・スポーツ 社会体育スポーツ基本史料集成
 58 文学 名作挿画全集
 61 文学 増補	一平全集
 61 音楽・芸能・美術 兼常清佐著作集
 72 デジタル出版 東洋学芸雑誌	DVD-ROM
 72 デジタル出版 赤い鳥	CD-ROM

左の商品は

《パンセ学術図書販売》の「専売」です。

在庫、お求め方法等は、

電話 078（945）7835

へ直接お問い合わせください。

ホームページ〈お問い合わせ・ご注文フォーム〉

書 店 様書 店 様 書店様以外書店様以外

TEL:03-5963-4451
FAX:03-5963-4461

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

	「大空社」刊行物の販売について
	目次
	書名簡易索引
	著者名簡易索引
	人物
	アジア・異文化・民俗
	ことば
	〈近現代〉新聞資料 
	〈近現代〉社会・政治・経済 
	教育
	児童
	女性
	福祉・看護・医学 
	体育・スポーツ
	思想・宗教
	文学
	音楽・芸能・美術 
	環境・自然・農林
	古典・近世
	目録・索引・書誌
	デジタル出版



