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歴史学研究会
 会員の皆様へ

　　からお願いします。（電話・ファクスも可）

＊「歴史学研究会」会員
である旨、お知らせください。

	 （期間限定の特典があります。）

・お求め方法その他、詳しくはお問合せください。

❖ご注文は、
ホームページ〈ご注文フォーム〉

資料に命いのちを

作品に心こころを

形にして伝える。
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〈第２期〉全 40 巻（第 61～100 巻＋別巻）

解題 小泉吉永
　　　〈往来物研究家〉

江戸時代の庶民生活の諸相を貴重な
版本（影印）で見せる一大叢書
収録分野・領域（ジャンル）が
さらに多彩な広がりを見せる！
◆稀覯・新発見資料を多載
◇挿画・図版が豊富な史料を多載
◆鮮明印刷の版本「影印版」

＊各巻
分売可

求めたい巻・分野・内容
から選べます。

＊詳細内容は
　←各配本を

＊たとえばこんな組合せで…
・既刊 85 巻（第 1期を含む）から選んでみました。
・仮のセット名です。ご注文は「～巻」でお願いします。
・各セットの中からさらに選んでお求めになれます。

＊第 1 期全 60 巻一覧は次頁

ジャンル・セット
（仮） 巻 価格

ことば・
文学
セット（第 2 期より）

［計 7巻］
66,	68,	69,	71,	72,
75,	85 巻

119,500円＋税

語彙 セット ［計 6巻］
3,	13,	14,	37～39 巻 78,500円＋税

宗教（仏教・神道）
セット

［計 7巻］
9～12,	60,	83,	84 巻 110,500円＋税

女性・女子	セット 1 ［計 4巻］
1,	2,	4,	5 巻 50,000円＋税

女性・女子	セット 2
（産育・家政）

［計 8巻］
19,	20,	25～29,	64 巻 114,500円＋税

教訓	セット
［計 19巻］
2,	4,	21～24,	30～36,	
45～48,	57,	58 巻

267,000円＋税

地誌・紀行	セット
（含・外国）

［計 8巻］
52～56,	77,	81 巻 106,500円＋税

江戸時代庶民文庫

・1巻（冊）からお求めいただけます。
・ご予算、目的に合わせてお求めください。

体裁：A5判・上製・クロス装

図書館に全巻を
お手元に必要巻を！

100 巻達成 !!

（第 2 期）別巻「解題・索引」
2022 年 5 月末刊行

巻［ジャンル］収録資料点数 /内容（頁数） ISBN
978-4-

定価
（10％税込）

61【園芸・飼育】菊花壇養種他（4 点）320 頁 86688-061-7 15,950円
62【科学（化学・物理・理学）】舎密局必携他（4点）450頁 86688-062-4 21,450円
63【食養生】摂生談他（2 点）380 頁 86688-063-1 17,820円
64【料理・近代家政】西洋衣食住他（4 点）350 頁 86688-064-8 15,950円
65【絵画（入門書）】画筌（1 点）310 頁 86688-065-5 14,630円
66【笑話・小咄】時勢話大全他（4 点）350 頁 86688-066-2 16,280円
67【物産】広益国産考他（2 点）590 頁 86688-067-9 25,740円
68【歌謡】大津絵婦志他（7 点）320 頁 86688-068-6 15,400円
69【教育・学問】物覚早伝授他（4 点）390 頁 86688-069-3 17,820円
70【人物辞典】古今評論早引人物故事（1 点）480 頁 86688-070-9 21,560円
71【戯文】新ぱんおどけ商売往来他（16 点）520 頁 86688-071-6 24,750円
72【故事・俗説】本朝俗談正誤他（2 点）430 頁 86688-072-3 20,900円
73【仏教】八宗伝来集他（4 点）470 頁 86688-073-0 22,000円
74【農業】除蝗録他（5 点）420 頁 86688-074-7 20,350円
75【絵本】絵本池の蛙他（2 点）340 頁 86688-075-4 17,600円
76【建築】雛形匠家秘伝他（3 点）400 頁 86688-076-1 20,350円
77【紀行】温泉遊草他（4 点）390 頁 86688-077-8 20,350円
78【暦】古暦便覧他（5 点）440 頁 86688-078-5 20,900円
79【気象】秉燭或問珍他（5 点）610 頁 86688-079-2 26,950円
80【地方・経済】算法入勧農固本録他（3 点）360 頁 86688-080-8 17,600円
81【旅行・交通（海陸交通）】増補日本汐路之記他（2点）380頁 86688-081-5 18,700円
82【災異（地震・救荒）】饑年要録他（7 点）380 頁 86688-082-2 18,700円
83【仏教（般若心経）】般若心経絵抄他（6 点）430 頁 86688-083-9 20,900円
84【祭祀（葬祭）】非火葬論他（8 点）400 頁 86688-084-6 18,700円
85【漢学（語録）】言志四録（1 点）400 頁 86688-085-3 18,700円
86【医学・本草】広恵済急方（1 点）600 頁 86688-086-0 27,500円
87【茶道】茶道早合点他（5 点）360 頁 86688-087-7 18,150円
88【天文】運気暦術天文図解（1 点）390 頁 86688-088-4 18,700円
89【医学・看護】古方便覧他（6 点）320 頁 86688-089-1 17,600円
90【辞書】日本釈名（1 点）350 頁 86688-090-7 18,150円
91【商業】町人考見録他（2 点）390 頁 86688-091-4 19,800円
92【商業】家業道徳論他（2 点）380 頁 86688-092-1 19,800円
93【書道】臨池求源鈔他（2 点）390 頁 86688-093-8 19,800円
94【伝記】妙祐往生伝他（9 点）400 頁 86688-094-5 19,800円
95【医学・養生】こけぬ杖他（2 点）340 頁 86688-095-2 17,600円
96【測量】規矩分等集他（4 点）450 頁 86688-096-9 20,900円
97【年中行事】国朝佳節録他（5 点）470 頁 86688-097-6 20,900円
98【神道】神路の手引艸他（6 点）540 頁 86688-098-3 25,850円
99【本草・植物】〈草形出生〉草花絵全書他（2 点）560 頁 86688-099-0 27,500円
100【画譜】絵本集草他（3 点）340 頁 86688-100-3 18,700円

別巻「江戸庶民」の生活を知る（解題・索引）2　＊2022.5 刊 908926-12-9 30,800円

第
２
期
（
61
～

100
巻
）

第 1回（61 ～ 65 巻）2018 年 6月 978-4-86688-101-0 85,800円	

第 2 回（66 ～ 70 巻）2018年 11月 978-4-86688-102-7 96,800円

第 3回（71 ～ 75 巻）2019 年 4月 978-4-86688-103-4 105,600円

第 4回（76 ～ 80 巻）2019年 10月 978-4-86688-104-1 106,150円

第 5回（81 ～ 85 巻）2020 年 5月 978-4-86688-105-8 95,700円

第 6回（86 ～ 90 巻）2020年 11月 978-4-86688-106-5 100,100円

第 7回（91 ～ 95 巻）2021 年 5月 978-4-86688-107-2 96,800円

第 8回（96～ 100 巻）2021年 10月 978-4-86688-108-9 113,850円

　第 2期・別巻 2022.5 978-4-908926-12-9 30,800円

●
配
本
経
過

定価（10％税込）

❖ご注文フォーム学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edojidaishominbunko_2_1.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edojidaishominbunko_2_2.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edojidaishomin2-3.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edojidaishomin2-4.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edoshomin_2_5.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edojidai_shominbunko_2_6.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edojidai_shominbunko_2_7.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/435cc93c2bef6516383b5535a0b62df6faf0ce64.pdf
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/edoshominnoseikatsuoshiru2_2204.pdf
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巻 ［ジャンル］収録資料点数 /内容（頁数） ISBN 価格
1 巻［女性百科］女芸文三才図会（540頁） 978-4-86688-001-3 19,000円＋税

2 巻［女子教訓］2 点 / 女要訓和歌文庫他（280頁） 978-4-86688-002-0 9,500円＋税

3 巻［語彙］2 点 / 万宝女節用罌粟嚢（350頁） 978-4-86688-003-7 12,000円＋税

4 巻［女子教訓］3 点 / 婦人教訓・女今川伊呂波文他（290頁）978-4-86688-004-4 10,000円＋税

5 巻［風俗・遊女］3 点 / 漫画百女他（330頁） 978-4-86688-005-1 11,500円＋税

6 巻［諸芸］4 点 / 当流謡指南抄他（300頁） 978-4-86688-006-8 10,000円＋税

7 巻［暦占］3 点 / 天竺霊感観音籤他（290頁） 978-4-86688-007-5 10,000円＋税

8 巻［遊戯］5 点 / 秘事百撰・前編他（380頁） 978-4-86688-008-2 13,000円＋税

9 巻［仏教（臨終行儀）］3 点 / 孝養集他（510頁） 978-4-86688-009-9 18,000円＋税

10 巻［仏教（往生）］3 点 / 女人往生章他（320頁） 978-4-86688-010-5 11,500円＋税

11 巻［仏教（仏教一般）］4 点 / 孝子善之丞感得伝他（320頁） 978-4-86688-011-2 11,500円＋税

12 巻［仏教（放生）］6 点 / 商家繁盛・農家豊作・重宝記他（450頁）978-4-86688-012-9 16,000円＋税

13 巻［語彙（通俗辞書）］3 点 / 畳辞訓解他（330頁） 978-4-86688-013-6 11,500円＋税

14 巻［語彙（通俗辞書）］4 点 / 寺子節用錦袋鑑他（390頁） 978-4-86688-014-3 13,500円＋税

15 巻［俚諺（俚諺一般）］4 点 / 漢語大和故事他（400頁） 978-4-86688-015-0 14,000円＋税

16 巻［俚諺（道歌等）］2 点 / 和漢詞徳抄他（330頁） 978-4-86688-016-7 12,000円＋税

17 巻［養生］6 点 / 養性百種他（430頁） 978-4-86688-017-4 15,500円＋税

18 巻［養生］5 点 / 病家示訓他（460頁） 978-4-86688-018-1 16,500円＋税

19 巻［産育］4 点 / 児相素見他（430頁） 978-4-86688-019-8 15,500円＋税

20 巻［産育］6 点 / 老婆心書他（510頁） 978-4-86688-020-4 18,500円＋税

21 巻［教訓］5 点 / 善悪道中独案内他（380頁） 978-4-86688-021-1 13,500円＋税

22 巻［教訓］4 点 / むかしありしこと他（310頁） 978-4-86688-022-8 11,000円＋税

23 巻［教訓］3 点 / 農家童子訓・海隅田舎草紙他（430頁） 978-4-86688-023-5 15,000円＋税

24 巻［教訓］2 点 / 忠孝道の栞他（400頁） 978-4-86688-024-2 14,500円＋税

25 巻［家政］3 点 / 万宝智恵袋他（310頁） 978-4-86688-025-9 11,500円＋税

26 巻［家政］2 点 / 大全針刺宝他（480頁） 978-4-86688-026-6 18,000円＋税

27 巻［家政］錦嚢智術全書（一～三冊）（340頁） 978-4-86688-027-3 12,500円＋税

28 巻［家政］錦嚢智術全書（四～七冊）（320頁） 978-4-86688-028-0 11,500円＋税

29 巻［家政］4 点 / 料理秘伝抄他（320頁） 978-4-86688-029-7 12,500円＋税

30 巻［教訓］2 点 / 民家分量記他（490頁） 978-4-86688-030-3 18,000円＋税

31 巻［教訓］4 点 / 貝原先生家訓他（320頁） 978-4-86688-031-0 12,000円＋税

32 巻［教訓］訓蒙勧孝禄（520頁） 978-4-86688-032-7 19,000円＋税

33 巻［教訓］4 点 / 堪忍袋他（340頁） 978-4-86688-033-4 13,000円＋税

34 巻［教訓］5 点 / ふみ鏡他（360頁） 978-4-86688-034-1 14,000円＋税

35 巻［教訓］4 点 / 利運談他（380頁） 978-4-86688-035-8 14,500円＋税

36 巻［教訓］5 点 / 童子常の心得他（360頁） 978-4-86688-036-5 14,000円＋税

37 巻［語彙］6 点 / 古版字尽他（320頁） 978-4-86688-037-2 12,000円＋税

38 巻［語彙］世説故事苑（380頁） 978-4-86688-038-9 14,500円＋税

39 巻［語彙］事物異名類編（380頁） 978-4-86688-039-6 15,000円＋税

40 巻［年代記］3 点 / 日本・唐土・二千年袖鑒他（380頁） 978-4-86688-040-2 15,000円＋税

41 巻［法令・教諭］4 点 / 御当家御制法他（340頁） 978-4-86688-041-9 13,000円＋税

42 巻［法令・教諭］6 点 / 父母状講釈他（320頁） 978-4-86688-042-6 12,000円＋税

43 巻［礼法］2 点 / 三礼口訣他（330頁） 978-4-86688-043-3 12,500円＋税

44 巻［礼法］2 点 / 日用贈答・書札辨惑集他（410頁） 978-4-86688-044-0 15,000円＋税

45 巻［教訓］主従心得草（初・二編）（480頁） 978-4-86688-045-7 17,500円＋税

46 巻［教訓］主従心得草（三～五編）（570頁） 978-4-86688-046-4 21,000円＋税

47 巻［教訓］6 点 / 絵本清水の池他（330頁） 978-4-86688-047-1 12,000円＋税

48 巻［教訓］7 点 / 教訓・拾ひ歌他（320頁） 978-4-86688-048-8 12,000円＋税

49 巻［教育］3 点 / 武小学他（390頁） 978-4-86688-049-5 15,000円＋税

50 巻［教育］2 点 / 授業編他（400頁） 978-4-86688-050-1 15,500円＋税

51 巻［教育］4 点 / 間合早学問他（350頁） 978-4-86688-051-8 13,500円＋税

52 巻［地誌］2 点 / 人国記他（350頁） 978-4-86688-052-5 13,500円＋税

53 巻［地誌］3 点 / 松島図誌他（440頁） 978-4-86688-053-2 16,500円＋税

54 巻［外国地誌］増補・華夷通商考（460頁） 978-4-86688-054-9 14,000円＋税

55 巻［外国地誌］坤輿図識・正編（310頁） 978-4-86688-055-6 12,000円＋税

56 巻［外国地誌］坤輿図識・補編（400頁） 978-4-86688-056-3 15,000円＋税

57 巻［教訓］為人鈔（一～五巻）（340頁） 978-4-86688-057-0 13,500円＋税

58 巻［教訓］為人鈔（六～十巻）（350頁） 978-4-86688-058-7 13,000円＋税

59 巻［救荒・防災］10 点 / 鎮火用心集他（360頁） 978-4-86688-059-4 14,000円＋税

60 巻［神道］6 点 / 神風恵草他（450頁） 978-4-86688-060-0 17,500円＋税

別巻「江戸庶民」の生活を知る（解題・索引）（660頁） 978-4-908926-02-0 28,000円＋税

配 本 ISBN978-4- 価格
第 1回（1～ 8巻） 283-01002-4 95,000円＋税

第 2 回（9～ 16 巻） 283-01003-1 108,000円＋税

第 3 回（17 ～ 24 巻） 283-01004-8 120,000円＋税

第 4 回（25 ～ 32 巻） 283-01005-5 115,000円＋税

第 5 回（33 ～ 40 巻） 283-01006-2 112,000円＋税

第 6 回（41 ～ 48 巻） 283-01007-9 115,000円＋税

第 7 回（49 ～ 56 巻） 283-01008-6 115,000円＋税

第 8 回（57 ～ 60 巻） 283-01009-3 58,000円＋税

図書館に全巻を
お手元に必要巻を！

＊各巻
分売可

江
戸
庶
民
の
生
き
る
知
恵
と
技
術
に

お
も
わ
ず　
身
を
乗
り
出
し
て
し
ま
い
ま
す
！

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

❖ご注文フォーム

●詳細カタログ

江戸時代庶民文庫
〈第 1 期〉全 60 巻（第 1～60 巻＋別巻）

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/shomin1ki12p_ozorashashuppan2018.pdf
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全５巻揃　ISBN	978-4-86688-331-1
定価 111,100 円（本体 101,000円＋税10％）

A5 判・上製・クロス装・総約1830 頁

全５巻（第354～358巻）

❖本配本の内容に特に関連する領域❖
［分野・テーマ・キーワード］

近現代史（政治・経済・女性・権力者・外地・植民地・移民移住・
入植）・東洋史・地理・地誌・大東亜戦争・第二次世界大戦／民
族・部族・宗教（仏教・キリスト教・寺院・司祭）・祭祀・思想・
教育・産業（商業・交易・農業）・交通・鉄道・資源・建築・都市・
生活・民衆・慣習・民俗・風物・文化・美術・工芸・劇・舞踊・
音楽・自然（山・河川）・動植物・環境・観光 ...

アジア学叢書
354. 満洲事典 昭和十四年版　千田万三編著
	 	 430 頁　978-4-86688-354-0　定価 26,070円（本体 23,700円＋税 10％）

355. 満洲移住生活
三浦悦郎／拓務省拓務局／牛久昇治編著 〔3 点合本〕

	 	 450 頁　978-4-86688-355-7　定価 26,400円（本体 24,000円＋税 10％）

356. 満洲国事情
満洲事情案内所／東亜旅行社／日満実業協会編著 〔3 点合本〕

	 	 400 頁　978-4-86688-356-4　定価 23,100円（本体 21,000円＋税 10％）

357. 満洲建国の人々　鷲尾雨工著
	 	 390 頁　978-4-86688-357-1　定価 21,780円（本体 19,800円＋税 10％）

358. 簡易 満洲案内記 昭和十三年版　南満洲鉄道編
	 【付「別冊折込図表」】
	 	 160 頁　978-4-86688-358-8　定価 13,750円（本体 12,500円＋税 10％）

＊各巻
分売可

満洲Ⅰ編第  　　　回配本5151
＊2022年4月刊

❖ご注文フォーム学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

“満洲”関連書籍より

満洲事情　全 9 巻　［大空社 1991.10 復刻］B5 判・上製　4-87236-180-6
 定価 176,231 円（本体 160,194 円＋税 10％）　外務省通商局編（明治 44 ～

大正 13）、各地領事館が総力結集した広汎分野にわたる調査データ、
満洲研究の先駆的重要資料。

索引式 全日本旅行辞典 附満洲（こと典百科叢書・第 7 巻）　上村益郎著
 （原本・昭和 7 年刊）大空社 2010.6 復刻・B5 判 810 頁・上製
 978-4-283-00862-5　定価 31,680 円（本体 28,800 円＋税 10％）

満洲（リバイバル〈外地〉文学選集・第 4 巻）　中西伊之助著
 （原本・昭和 9 年刊）大空社 1998.10 復刻・A5 判 460 頁・上製　4-7568-0400-4
 定価 14,300 円（本体 13,000 円＋税 10％）

「アジア学叢書」より“満洲”関係書の一部

1. 満蒙の民族と宗教　19. 満洲義軍　51. 支那の秘密結社と慈善結社　
55. 現代支那満洲教育資料　66. 支那満洲民事慣習調査報告・総則・物
権編　67. 支那満洲民事慣習調査報告・債権編　124. 満蒙の森林及林
業 / 北支那の林業概観　129. 満洲の探検と鉱業の歴史 / 満洲の探検及
鉱物資源地図　147. 満洲林業外史・山樵夜話 / 満洲木材水送論　148.
吉林省之林業　183. 中国大陸民衆風俗写真帖　185. 満洲写真帖・昭和
二年版　186. 第二回登録・満洲国写真集　187. 満鉄写真帖　194. 満洲
国都・新京写真集　195. ハルピン写真集　200. 満洲の農村生活　201.
満洲の農業　202. 満洲農業気象報告　203. 北方農業機具解説　214. 支
那住宅志　234. 満洲の物産　257. 戎克・中国の帆船 / 支那の戎克と南
満の三港　266. 満洲農業図誌　276. 満洲の旅　327. 朝鮮及満洲之研究
第一輯　340. 満洲料理法・一品料理の部　341. 満洲食養読本・大陸日
本の正しい食物 / 満洲の薬用人参　342. 満洲野生食用植物図説

●お揃えください●

＊残部僅少のものがあります。お早目にお求めください。

★詳細資料ご請求を！

研
究
機
関
・
図
書
館
・
研
究
室
に
全
巻
を
！

必
要
巻
は
個
人
で
！

＊最新の在庫情報は、営業部へお問合せください。　＊全巻（既刊）リストはホームページに掲載しています。ホームページにない詳細案内はご請求ください。

1 回	【人類学】（1-9巻）
2 回	【宗教】（10-17巻）
3 回	【近代史】（18-23巻）
4 回	【人類学2】（24-29巻）
5 回	【東西交渉史】（30-35巻）
6 回	【中国思想（諸子学）】（36-43巻）
7 回	【経済・社会（中国ギルド）】（44-51巻）
8 回	【教育】（52-60巻）
9 回	【法制1（中国）】（61-67巻）
10回	【演劇】（68-77巻）
11回	【法制２】（78-85巻）
12回	【風俗・民族】（86-92巻）
13回	【映画・演芸】（93-100巻）
14回	【南洋】（101-112巻）
15回	【交通史】（113-120巻）
16回	【産業・資源】（121-131巻）
17回	【地政学】（132-140巻）
18回	【森林資源】（141-148巻）
19回	【北方・南方森林資源】（149-154巻）
20回	【蒙古1】（155-158巻）
21回	【地名】（159-164巻）
22回	【芸術・文化】（165-173巻）
23回	【民族誌】（174-182巻）
24回	【アジア写真集Ⅰ】（183-190巻）
25回		【アジア写真集Ⅱ】（191-196巻）
26回	【農業生活】（197-204巻）
27回	【中国を知るⅠ：人と風土】（205-214巻）

28回	【中国を知るⅡ：人と社会】（215-223巻）
29回	【民俗】（224-232巻）
30回	【物産】（233-240巻）
31回	【宗教２】（241-248巻）
32回	【神話・伝説】（249-254巻）
33回	【海運】（255-261巻）
34回	【アジア写真集Ⅲ】（262-267巻）
35回	【紀行】（268-275巻）
36回	【旅行・案内記】（276-281巻）
37回	【華僑】（282-288巻）
38回	【民族】（289-295巻）
39回	【南洋２】（296-300巻）
40回	【アジアの海と島々】（301-305巻）
41回	【ビルマを知る】（306-311巻）
42回	【総目次】（312-314巻）　◎第1～311巻の詳
細目次＝テーマ・固有名探しに至便《全新組》

43回	【南方事情（タイと
マレー）】（315-320巻）

44回	【台湾】（321-324巻）
45回	【エリア・山東】（325-327巻）
46回	【エリア・長江】（328-333巻）
47回	【言語（タイ語）】（334-337巻）
48回	【食（中国）】（338-342巻）
49回	【言語2（マレー語）】（343-347巻）
50回	【アジア巡り）】（348-353巻）
51回	【満洲Ⅰ】（354-358巻）

＊以下続刊
［第1～41回　発行：大空社］

＊各巻
分売可

【
配
本
・
テ
ー
マ
】

ア
ジ
ア
学
叢
書
既刊 358 巻

最新刊

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/asiagaku_51.pdf
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序章　社会的養護に関する記録をとりまく課題
　1	 日本の社会的養護に関する記録の管理
	 児童相談所と国立・民間の児童福祉施設を事例に
　2	 家族の記憶とケアリーヴァーの記録
	 イギリス、オーストラリアにおける実践から
　3	 イギリス（スコットランド）における歴史的な虐待調査と組織の記録管理
	 2011 年公文書（スコットランド）法に与えた影響
　4	 オーストラリアにおける性的虐待調査の展開と守られるべき子どもの権利
	 レコードキーピングが児童虐待の抑止力になるのはなぜなのか
　5	 日本の新たな社会的養護政策の展開と記録管理
	 韓国の養子縁組に関する記録管理政策との比較を手掛かりとして
　6	 社会的養護におけるアーキビストの専門職としての役割
	 公平で、公正な利用者の支援とは何か
終章　課題と展望
  ケアリーヴァーのための記録への安定したアクセスを目指して／社会的養護における

記録とアーキビストの役割）

A5 判・238 頁・上製・カバー装
978-4-908926-20-4

〈2021 年 8月刊〉　2,970 円

私の記録、家族の記憶
ケアリーヴァーと社会的養護のこれから

阿久津美紀	著
目白大学人間学部助教

好評発売中

記録

ケ
ア
リ
ー
ヴ
ァ
ー

記録
記録

“記録”
“記録”

記憶
記憶
“記憶”

アーキビスト
アーカイブ

〈
ア
ク
セ
ス
〉

京都「特別学級」成立史研究	史料と論究　玉村公二彦 京都女子大学教授

978-4-908926-53-2〈2021.2 刊〉B5 判・640 頁・上製　18,800 円
「特別学級」その発想の端緒は？　設置と運営を担った人々の模索と苦闘の跡、稀有な史料を一挙に
復刻し辿る初の京都「特別学級」実践概史。史料 13 点	収録（初の復刻 9点を含む原本頁数 870）。

「劣等児」「特別学級」の思想と実践　阪本美江 大阪芸術大学短期大学部通信教育部特任教授

978-4-908926-52-5〈2021.5 刊〉A5 判・280 頁・上製　4,400 円
教育と思想、教育と政策・制度、教育と社会。その中の児童と家庭と、目の前の現実に正面から
立ち向かう教師たち…。“奈良県” から見えてきた、大正末から昭和初期日本の教育 “現場” の実
態を、一次資料で浮き彫りにし、課題を鮮明化する。　＊2021年度日本特別ニーズ教育学会文献賞受賞

少年行
ぎょうけい

刑の歴史からみる知的障害者福祉の萌芽
末松 惠 日本女子大学学術研究員 著　978-4-86688-234-5〈2022.3 ＊新刊〉A5判・370 頁・上製　4,730 円
明治後期から昭和初期、少年監獄・刑務所で認識された障害者に対する処遇方法の実態をていねい
に追い、更生・感化等と障害・児童等の接点を明らかにする。更生保護施策における新たな支援枠
組みを、福祉と司法分野との連携・協同という課題から捉えるための史的掘り起こし。福祉、障
害児教育、児童福祉および周辺関連領域の研究史が概観できる多数の図表と詳細注 30 数頁。

〈
史
料
か
ら
研
究
へ
、
再
び
史
料
へ
〉

福
祉
・
障
害
児
者
・
特
別
学
級

・
特
別
支
援
教
育

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　978-4-283-01318-6
〈大空社 2015.9 刊〉B5 判・114 頁・並製　2,750 円

特別支援学校や福祉施設に、実践資料として、また研究のために収集・記録されてきた図書・資料には、国内
主要図書館・研究機関にもない貴重なものが少なからず保存されており、それらアーカイブズは死蔵されては
ならない。一般の学校教育・各種施設でも史資料の保存と有効活用が要請される今日のための実践的入門とし
て、アーカイブズの基礎から、事例、課題と展望で構成する。
〈事例より〉特別支援学校＝京都府立盲学校、東京都立大塚ろう学校、旭出学園、筑波大学／福祉施設＝滝乃
川学園、三田谷治療教育院、大木会、大島藤倉学園、国立武蔵野学院

❖ご注文フォーム

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/welfare/978_4_908926_20_4.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/welfare/978_4_86688_234_5.html
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❖ご注文フォーム

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

〈史料復刻〉ビコール日本人會會報 1931-1941　全 2巻・別冊 1

杉岡康男 著
A4 判・総 650 頁・並製　978-4-908926-50-1［大空社出版 2020.11 刊］　定価 39,600 円 （本体 36,000 円）

真珠湾攻撃（1941・昭和 16 年 12 月）直前、内地に持ち帰られたまま数十年眠っていた「超一級」貴重文書を「鮮明」復刻！
　「廃棄」の運命を奇跡的に逃れ、ここに現る！　類似史料ほぼ皆無！　昭和戦前期の〈海外〉日本人会の実態を克明に
伝える一級史料。

日本における女子体育教師史研究
掛水通子 著

A4 判・500 頁・並製・カバー　978-4-908926-32-7［大空社出版 2018.2 刊］　定価 18,334 円 （本体 16,667 円）

日本近代史・教育史に新たな視点で今日的課題に迫る大著。同じ女子教師であっても、女子体育教師のみが女子教師から
も体育教師からも差異化されてきた理由は何か？　男女共修・男女共同参画時代における女子体育教師の役割をどのよう
に位置づけるか。女子体育概念、女子体育教師像、教師養成機関の変遷等、女子体育教師の歴史と現状を厖大なデータを
もとに詳細に跡づけ分析・考察し、今後の女子体育教師のあり方を考える基礎資料とする。明治初期から現代に至る日本
における女子体育教師史の全体像を体系的に明らかにした初の研究。　＊統計・調査記録・年表等　図表約 250 点収載

残部数セット

弊社は研究者を対象にした出版を最優先しています。
しかし、学術書でなくても、「生涯を賭した１冊」 の心意気で書かれた真摯なご原稿
を“オリジナル " な「ほかにはない１冊」の形にするお手伝いをしたいと願っています。
すでに原稿ができている、執筆途中、これから書く（構想中）......

お問合せは何なりとお申し越しください。

大空社出版　“オリジナル出版” のご案内

＊詳しくは

〈戦前日本社会事業調査資料集成　別巻（調査資料文献／概要）
社会福祉調査研究会 編［発売：大空社出版］

A5 判・1225 頁・上製　978-4-908926-64-8［社会福祉調査研究会 2019.12 刊］　定価 37,400 円 （本体 34,000 円）

戦前期（明治後半～ 1945 年 8 月）の社会事業（社会福祉）調査資料文献約 1,300 点の概要をまとめた。本書と「補巻（災害救助）」で、シリーズ『戦
前日本社会事業調査資料集成』全 10 巻（勁草書房 1986-95）が完結。

戦前日本社会事業調査資料集成　補巻（災害救助）
社会福祉調査研究会 編［発売：大空社出版］

A5 判・830 頁・上製　978-4-908926-18-1［社会福祉調査研究会 2017.10 刊］　定価 22,000 円 （本体 20,000 円）

3・11 東日本大震災以後とくに重要性が増した課題「災害救助」をテーマに、戦前期の特筆すべき記録を集成。一般災害 ( 関東大震災 )、産業・
戦争災害他の重要記録・資料を収める。

近代社会教育における権田保之助研究　娯楽論を中心として

坂内夏子 著
A5 判・206 頁・並製・カバー　978-4-908926-63-1［大空社出版 2019.8 刊］　定価 3,300 円 （本体 3,000 円）

「民衆娯楽研究の第一人者」権田保之助 を「社会教育」の観点から読み直す。大原社会問題研究所所員、文部省・厚生省専門委員嘱託として、
関東大震災を挟み大正から昭和戦中期、数々の娯楽調査・社会調査（家計、労働、農村、学生、映画、月島・浅草等々）に関わり、今日に残る
実証的研究・記録を残した。「娯楽は本来「民衆主体」の生活創造としてある」「「民衆娯楽」は権力が政策として方向付けるものではない」「（震
災からの）復興のバロメーターを民衆の娯楽要求に見る」　権田保之助の “仕事” への好案内。再読のために、初めて読むときに。多岐にわたる
権田の著作群から、できるかぎり自身の用語・表現で語らせる形で構成し、権田の意図・真意を丁寧に辿った。。

明治＝岩手の医事維新　医師・三田俊次郎の挑戦

三田弥生 著
A5 判・227 頁・上製・カバー　978-4-908926-54-9［大空社出版 2018.8 刊］　定価 2,640 円 （本体 2,400 円）

三田俊次郎　1863・文久 3 ～ 1942・昭和 17。ここに維新を武士の魂で生き抜いた明治の意地がある。何よりもまず “医療” に維新を！　僻遠
の地に生きる人々の健康で幸福な生活を構築するために、全精力を注ぎきった明治人の生涯。

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/modern/978-4-908926-50-1.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/sports/978_4_908926_32_7.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/welfare/978_4_908926_64_8.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/welfare/978_4_908926_18_1.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/modern/978_4_908926_54_9.html
https://www.ozorasha.co.jp/publication/education/978_4_908926_63_1.html
https://www.ozorasha.co.jp/original/index.html
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オーディオブック 三国志
 〈ＣＤ〉全100枚

吉川英治 原作　橋爪功 朗読〈全108時間〉
付ガイドブック［大空社 2009］　978-4-283-00624-9

定価 259,809 円 （本体 236,190 円）

■〈朗読の名手〉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。偉大な国民的作家による不朽の名作、その豊饒な語りの世界に踊る無慮数

千の個性―名優が、人の呼吸をそのままに「いのち」を吹き込んだ、朗々たる

108 時間に陶酔！

■ＮＨＫラジオ（平成 5 年 9 月～ 8 年 7 月放送）「吉川英治名作選」を完全収録。

混沌の時代を生き抜き、充実して生きる知恵に充ちた名作が、万人にとって、日々

の糧として、素養として、楽しみとして、余暇にと、生涯の宝となった。

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

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

群書類従　Ver.2.0　1 本　塙保己一編纂［2015.3］4-283-01243-1　　定価 55,000 円 （本体 50,000 円）

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

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　　定価 46,200 円 （本体 42,000 円）

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

〈大空社デジタル資料叢書［ＵＳＢ版］〉

基本・貴重・研究必須資料を　至便・簡便機能の〈画像＋検索用詳細テキスト〉でデジタル化基本・貴重・研究必須資料を　至便・簡便機能の〈画像＋検索用詳細テキスト〉でデジタル化
個人で持てない厖大文献が　たった１本の〈ＵＳＢ図書館〉として実現！個人で持てない厖大文献が　たった１本の〈ＵＳＢ図書館〉として実現！

葛飾北斎画・大空社編［大空社 2015.5］4-283-01246-2

定価 38,500 円 （本体 35,000 円）

北斎漫画 全15編

葛飾北斎・画（1760 ～ 1849）。文化 11 年（1814）から明治 11 年（1878）にか
け刊行（14・15 編は没後刊）。教習用絵手本と百科図彙をかねた画集。造形力・
ダイナミックさ・奇抜さ等で当代後代の門人・画師から遠く海外絵画へ多大
な影響を与えたことは有名。

●意外、驚き！　目次（内容目録）が
無くて、見たい絵が探しにくかった！

待望、初！
画題〈総索引化〉
版本をカラーで画像化、さらに本文約
3500（4000 とも言われる）の収録絵図全
てに内容を示す名称を付け初の索引化。

「見る」から「引く」へ　〈使える〉北斎漫画の誕生！
不滅の人気を博す世界の傑作をすみずみまで堪能！
鑑賞と研究に耐える本格的デジタル化資料

美
麗
携
帯
ケ
ー
ス
入

❖ご注文フォーム学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。

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

しみ、表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけ

ますが、新品と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願

いいたします。

❖在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と
思われます。この機会にご検討お願いいたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

❖ご注文フォーム
学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

定本 丹鶴叢書　全36 巻　水野忠央編／朝倉治彦監修・解説［大空社 1997-98］A5 判（全4回配本）　　定価 578,600 円 （本体 526,000 円）

■〈水野忠央編、全 7帙 154冊、弘化 4（1847）-嘉永6（1853）〉。【影印復刻版】 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。活字版では消される諸情報があってこその研究資料。

「丹鶴外書」など関連資料、丹鶴書院の蔵書台帳「新宮城書蔵目録」までも含めた総合資料とした。

　● 1 回 9 巻（1-9 巻）［1997.4］4-7568-0263-X　　定価 144,100 円 （本体 131,000 円）

　● 2 回 10 巻（10-19 巻）［1997.9］4-7568-0264-8　　定価 160,600 円 （本体 146,000 円）

　● 3 回 11巻（20-30 巻）［1998.5］4-7568-0265-6　　定価 177,100 円 （本体 161,000 円）

　● 4 回 6 巻（31-36 巻）［1998.9］4-7568-0266-4　　定価 96,800 円 （本体 88,000 円）

国書目録叢書　全40 巻　［大空社 1997-99］B5 判　　定価 511,500 円 （本体 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　　定価 114,400 円 （本体 104,000 円）

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　定価 11,000 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　定価 11,000 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　定価 13,200 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　定価 13,200 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　定価 11,000 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　定価 9,900 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　定価 11,000 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　定価 9,900 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　定価 11,000 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　定価 13,200 円

　● 2 回 10 巻（11-20 巻）［1997.8］4-283-00300-X　　定価 143,000 円 （本体 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　定価 14,300 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　定価 14,300 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　定価 14,300 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　定価 16,500 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　

定価 16,500 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　定価 14,300 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　定価 13,200 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　定価 14,300 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　定価 12,100 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　定価 13,200 円

　● 3 回 10 巻（21-30 巻）［1998.4］4-283-00301-8　　定価 143,000 円 （本体 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　定価 16,500 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　定価 16,500 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　定価 16,500 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　定価 16,500 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　定価 15,400 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　定価

12,100 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　定価 13,200 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　定価 12,100 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　定価 12,100 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　定価 12,100 円

　● 4 回 10 巻（31～ 40 巻）［1998.12］4-283-00302-6　　定価 111,100 円 （本体 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　定価 11,000 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　定価

11,000 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　定価 8,800 円　　34. 伊達文庫目録〈宮城県図書館、昭和 62〉390頁　4-283-00003-5　定価 12,100 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　定価 15,400 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　定価

15,400 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　定価 8,800 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　定価 9,900 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　定価 7,700 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　定価 11,000 円

残部数セット

残部数セット

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。

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

しみ、表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけ

ますが、新品と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願

いいたします。

❖在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と
思われます。この機会にご検討お願いいたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

❖ご注文フォーム
学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

絵図集成 近世子どもの世界　全 10 巻　［大空社 1994-95］B5 判・各約 450頁（全 2回配本）　　定価 213,591 円 （本体 194,174 円）

■近世子どもの教養世界を総覧する絵図 6,300点。記事のすべてを翻刻、ほとんどが初公開。教育史・庶民文化・風俗研究に不可欠資料。近世の「子

ども」の世界が絵図を通して具体的、立体的に見えてくる。

　● 1 回 5 巻（絵図編1-4 巻・翻刻編1巻）　［1994.11］4-87236-930-0　　定価 106,796 円 （本体 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　　定価 106,796 円 （本体 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）

江戸時代女性文庫 補遺「女筆手本類」　全 12 巻　小泉吉永編［大空社 1999-2000］A5 判　定価 174,900 円 （本体 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　　定価 84,700 円 （本体 77,000 円）

　● 2 回［男筆期］　6 巻（7-12 巻）［2000.10］4-7568-0974-X　　定価 90,200 円 （本体 82,000 円）

俚諺資料集成　全 12 巻　金子武雄監修／ことわざ研究会編［大空社 1986.6］A5 判　4-87236-020-6　　定価 165,000 円 （本体 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）

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［大空社 1993］B5 判 4-87236-297-7　　定価 160,194 円 （本体 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。

柳田國男の本棚　全 31 巻　［大空社 1996-97］A5 判（全 4回配本）　　定価 499,400 円 （本体 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　　定価 141,900 円 （本体 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　　4. 神都百物語〈松木時彦、昭和 7〉

580 頁　4-7568-0383-0　　5. 山の伝説〈青木純二、昭和 5〉360 頁　4-7568-0384-9　　6. 動物界霊異誌〈岡田蒼溟、昭和 2〉330 頁　4-7568-

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

　● 2 期 9 巻（8-16 巻）［1997.9］4-283-00310-7　　定価 91,300 円 （本体 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. 和尚と小僧〈中田千畝、昭和 2〉280 頁　4-7568-0388-1　10. 日本鳥

類生態学資料〈川口孫治郎、昭和 12〉650 頁　4-7568-0389-X　　11. 日向馬関田の伝承〈楢木範行、昭和 12〉220 頁　4-7568-0390-3　　12. 地

を拓く〈別所梅之助、昭和 17〉360 頁　4-7568-0391-1　　13. 随筆民話〈高田十郎、昭和 18〉350 頁　4-7568-0392-X　　14. 支那習俗〈太田陸郎、

昭和 18〉240 頁　4-7568-0393-8　　15. 高砂族パイワヌの民芸〈小林保祥、昭和 19〉230 頁　4-7568-0394-6　　16. 地理と民俗〈山口貞夫、昭和

19〉360 頁　4-7568-0395-4 

　● 3 期 10 巻（17-26 巻）［1998.5］4-283-00311-5　　定価 83,600 円 （本体 76,000 円）

17. アイヌの研究〈金田一京助、大正 14〉520 頁　4-7568-0733-X　　18. 北飛騨の方言〈荒垣秀雄、昭和 7〉220 頁　4-7568-0734-8　　19. 滋賀

県方言集〈大田栄太郎、昭和 7〉210 頁　4-7568-0735-6　　20. 大和の伝説〈高田十郎、昭和 8〉380 頁　4-7568-0736-4　21. 遺老説伝〈島袋盛敏、

昭和 10〉230 頁　4-7568-0737-2　　22. 海女記〈瀬川清子、昭和 17〉280 頁　4-7568-0738-0　　23. 紫波郡昔話集〈小笠原謙吉、昭和 17〉200

頁　4-7568-0739-9　　24. 武蔵野風物〈福原信三、昭和 18〉180 頁　4-7568-0740-2　　25. 村の女性〈能田多代子、昭和 18〉290 頁　4-7568-

0741-0　　26. 女の本〈女性民俗学研究会、昭和 21〉250 頁　4-7568-0742-9

　● 4 期 5 巻（27-31 巻）［1998.1］4-283-00312-3　　定価 182,600 円 （本体 166,000 円）

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

第 3巻〈鈴木覚馬、昭和 7〉1570 頁　4-7568-0792-5　　30. 嶽南史 第 4巻〈鈴木覚馬、昭和 8〉1400 頁　4-7568-0793-3　　31. 嶽南史 第 5巻〈鈴

木覚馬、昭和 10〉1420 頁　4-7568-0794-1

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

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

科書〈第一次～四次、大正 6- 昭和 12〉。芦田恵之助・岩崎俊春・梅津隼人らが編纂。

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

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

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

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

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

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

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

残部数セット

残部数セット

残部数セット

残部数セット

残部数セット

残部数セット

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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上海叢書　全 12 巻　山下武・高崎隆治監修・解説［大空社 2002.1］A5 判　4-283-00197-X　　定価 132,000 円 （本体 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〉

戦時版新聞　全3巻　［大空社 1993.8］タブロイド判　4-87236-845-2　　定価 53,398 円 （本体 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。

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

■女学新誌・女鑑・家庭雑誌・婦人衛生雑誌・女学世界・女子教育・女子青年…明治～昭和 20 年までに発行された婦人関係雑誌の中から研究

に必要とされるものを厳選し、原則として創刊～終刊までの目次を原誌のまま収録。解題発行年月日、著者名索引、各誌所蔵調査一覧など収録。

付・婦人関係主要雑誌年表（明治～昭和前期）。

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

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

24.8-42.3〉　　3. 女子之友〈明治 30.6-39.5〉/ をんな→なでしこ→大和なでしこ〈明治 34.1-45.7〉　　4. 家庭雑誌〈明治 25.9-31.8〉/ 日本之

家庭〈明治 28.12-32.2〉/ 家庭教育〈明治 32.3-32.10〉/ 日本廼家庭〈明治 33.1-33.2〉/ 淑女〈明治 32.1-34.10〉　　5. 婦人衛生会雑誌→婦人

衛生雑誌〈明治 21.2- 大正 15.12〉

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

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

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

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

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

正 9.9-12.9〉/ 女性同盟〈大正 9.10-11.12〉/ 婦選〈昭和 2.1-10.12〉　　13. 職業婦人→婦人と労働→婦人運動〈大正 12.6- 昭和 16.8〉　　

14. 家庭〈昭和 6.6-16.8〉/ 日本婦人〈昭和 17.11-20.1〉　　15. 小学校女教員→かゞやき→教育女性〈大正 14.10- 昭和 18.12〉/ 附・処女の友〈大

正 7.11- 昭和 16.1〉/ 附・女子青年〈昭和 14.5-16.9〉

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［大空社 1998-2000］B5 判（全 3回配本）　　定価 264,000 円 （本体 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

　● 1 回 4 巻（1-4 巻）・別巻 1［1998.9］4-7568-0840-9　　定価 88,000 円 （本体 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　　定価 88,000 円 （本体 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　　定価 88,000 円 （本体 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）」

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［大空社 1998.11］A5 判　　定価169,400円（本体 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　定価12,100円（本体 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　定価 9,900円（本体 9,000円）　　3.古河市兵衛翁伝〈五日会、大正15〉430頁 4-7568-0932-4　定価16,500円（本体

15,000円）　　4. 岩崎弥太郎〈山路愛山、大正3〉290頁 4-7568-0933-2　定価 9,900円（本体 9,000円）　　5. 五代友厚伝〈五代龍作、昭和11〉660頁 

4-7568-0934-0　定価 22,000 円（本体 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　定価 11,000 円（本体

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　定価19,800円（本体 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　定価 36,300円（本体 33,000円）

〈商品の状態について〉　　ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。

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

しみ、表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけ

ますが、新品と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願

いいたします。

❖在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と
思われます。この機会にご検討お願いいたします。

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

❖ご注文フォーム
学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

残部数セット

残部数セット

残部数セット

日本の娯楽・遊戯大事典
約2,900項目　民衆不変の“遊び”が凝縮！　①近代（明治・大正）までの日本の民衆の娯楽・遊びを網羅的に、日常の遊びから芸能・芸道まで広範
囲な内容。　②遊び方・方法・道具から心得・楽しみ方まで懇切丁寧に説明。昔の遊びも再現して楽しめる。　③身体を使うことから頭を使う
ことまで（ことば遊び・謎など）、ひとりでも複数人でもできる遊びのアイディアの宝庫。　④娯楽・遊戯をテーマに日本人の趣味・生活感・美
意識・人間関係・道徳観等が浮き彫りにされる厚みある民俗文化の百科事典。　⑤現代読者の便を考慮し、現代表記五十音順「全項目索引」と「解
題」（木下秀明著）を新たに付した。　復刻原本＝『民衆 娯楽百科全書』太陽社出版部・立国同志学会、1922・大正 11 年刊

全 2巻　村上浪六監修・中山由五郎著［大空社 2014.12］A5 判・上製・総1400頁

978-4-283-01310-0　定価 52,800 円 （本体 48,000 円）

残部数セット

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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本人の肉声で聞く！　耳から伝わる、感動的な、さまざまな味わいのある人生！
あの「戦争」をくぐりぬけてきた人ばかり ... 知らない世代へ語り伝える人生談の宝庫！

ＮＨＫわたしの自叙伝 〈ＣＤ〉全39枚（全78人）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ニューヨークで聞いた開戦
	3	［社会・実業 2］扇谷正造（評論家 1913-92）地方的文化人の半生 / 小林勇（岩波書店会長・文人画家 1903-81）出版人の 50 年
	4	［社会・実業 3］石垣綾子（評論家 1903-96）大恐慌のアメリカに生きて / 丸岡秀子（評論家 1903-90）胸の中に墓標がいっぱい
	22	［社会・実業 4］永野重雄（実業家 1900-84）母の愛情に負けた腕白少年 / 水上達三（実業家 1903-89）貿易・戦中戦後
	23	［社会・実業 5］瀬川美能留（実業家 1906-91）父の死 / 吉野俊彦（経済評論家 1915-2005）森鴎外を友として
	24	［社会・実業 6］高柳健次郎（技術者 1899-1990）テレビ事始め / 井深大（技術者・実業家 1908-97）トランジスターラジオ誕生のころ
	25	［社会・実業 7］黒沢酉蔵（実業家 1885-1982）田中正造との出会い / 山内みな（社会運動家 1900-90）東京モスリン会社争議のころ
	1	［政治 1］蜷川虎三（政治家 1897-1981）負ける時は死ぬ時 / 藤山愛一郎（政治家 1897-1985）闘病・外遊の青春
	21	［政治 2］福本和夫（評論家 1894-1983）獄窓十余年 / 太田薫（労働運動家 1912-98）三池闘争のころ

❖ご注文フォーム学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
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明治期グリム童話翻訳集成　

川戸道昭・榊原貴教 編
（企画：ナダ出版センター、発行：アイ アール ディー企画）

B5 判・上製
全 5 巻揃　4-901061-05-4［1999.9 刊］　定価 96,800 円 （本体 88,000 円）

グリム童話は明治期の日本にどのように入ってきたのか。明治期グ
リム童話翻訳を新聞雑誌等から復刻集成。明治期に訳された約 300
点から 167 点を集録。明治期全翻訳作品の「KHM 分類別翻訳一覧表」

「翻訳文学年表」を付す。

明治期シャーロック・ホームズ翻訳集成
川戸道昭・新井清司・榊原貴教 編

（企画：ナダ出版センター、発行：アイ アール ディー企画）
B5 判・上製

全 3 巻揃　4-901061-06-2［2001.1 刊］　定価 55,000 円 （本体 50,000 円）

ホームズは明治期の日本にどのように入ってきたのか。長年ホーム
ズ書誌を手がけてきた編者が協力し、明治期シャーロック・ホーム
ズの受容史を書誌年表と復刻で実現。探偵小説史のみならず、探偵
小説が登場する 19 世紀イギリスを日本人が明治期にどのように受
容していったのかを知る上に恰好の材料を提供。

日本における グリム童話翻訳書誌
（翻訳研究・書誌シリーズ 1）

川戸道昭・野口芳子・榊原貴教 編著
A5 判・上製・254 頁

4-931522-07-6［ナダ出版センター 2000.7 刊］　定価3,850円（本体3,500円）

一つの童話が他の社会に伝播されるとき様々な変移をもたらすが、
グリムのメルヒェンはその典型である。［研究編］川戸「グリム童
話の発見　日本における近代児童文学の出発点」、野口「改変され
た日本の「白雪姫」　明治から現代まで」、中山淳子「「狼と七匹の
子山羊」の謎」、虎頭惠美子「日本におけるグリム翻訳書誌　明治
期のグリム童話の本邦初訳について」／［年表編］グリム童話翻訳
年表（明治編、大正以降現代まで）、グリム童話 KHM 分類目録

日本における シャーロック・ホームズ
（翻訳研究・書誌シリーズ 2）

川戸道昭・新井清司・榊原貴教 編著
A5 判・上製・280 頁

4-931522-09-2［ナダ出版センター 2001.9 刊］　定価6,050円（本体5,500円）

［研究編］川戸「日本におけるシャーロック・ホームズ　その「古典」
化までの道すじ」、日暮雅通「日本だけが特殊なのか？　ホームズ
物語の翻訳の変遷とその特殊性」、植田弘隆「ホームズ児童書史散
歩」、新井「日本におけるドイル、ホームズ移入史余談」／［年表・
索引編］シャーロック・ホームズ翻訳文学年表（川戸・新井・中原
英一・榊原編）、シャーロック・ホームズ作品別索引

黒岩涙香の研究と書誌　黒岩涙香著訳書総覧

（翻訳研究・書誌シリーズ　別巻 1）
伊藤秀雄・榊原貴教 編著

A5 判・上製・244 頁
4-7727-0354-3［ナダ出版センター 2001.6 刊］　定価6,050円（本体5,500円）

「萬朝報」を舞台にして翻案された数々の涙香の作品はノベルだっ
たのか、ストーリーだったのか。［研究編］高松敏男「若き日の涙香、
最初の活躍　『大阪日報』への投稿と『政治月報』の編纂、川戸「ミ
ステリー作家黒岩涙香の誕生」、小森健太朗「黒岩涙香の訳した原
典の探索」／［書誌・解題編］伊藤「黒岩涙香著訳書総覧（日本た
いむす時代、絵入自由新聞時代、都新聞時代、萬朝報時代）」、伊藤・
榊原「黒岩涙香刊行図書書誌」、伊藤「黒岩涙香年譜」／索引

夏目漱石の研究と書誌
（翻訳研究・書誌シリーズ　別巻 2）

小田切靖明・榊原鳴海堂 著
A5 判・上製・318 頁

4-931522-10-6［ナダ出版センター 2002.7 刊］　定価6,600円（本体6,000円）

蒐集家と古書肆による詳細書誌（文献の要所・視点を引用）と研究。
［内容］漱石研究の周辺（榊原）／「漱石本」の研究と書誌／「漱
石研究文献」詳細書誌／漱石擬態本詳細書誌（『吾輩は猫である』
パロディー 100 点）／研究文献著者索引

日本におけるサミュエル・ジョンソンおよび
ジェイムズ・ボズウェル文献目録（1871–2005）

藤井哲 編著
B5 判・上製・310 頁

4-931522-11-4［ナダ出版センター 2006.6 刊］　定価 7,700 円（本体 7,000 円）

18世紀の文人S. Johnson (1709-84)と日記作家 J. Boswell (1740-95)
が、1871・明治 4 年から 135 年間に日本で受容・研究された文献
情報を年表形式にまとめ、日本の Johnson 学構築のための基礎材料
とする。

ロシア文化の森へ　比較文化の総合研究
柳富子 編著

A5 判・上製・652 頁
4-931522-08-4［ナダ出版センター 2001.2 刊］　定価 7,700 円（本体 7,000 円）

早稲田大学比較文学研究室の半世紀に及ぶロシア文化研究の成果を
書下ろしを含む 36 名の研究論文によって集成。第 1 部：ロシア文
化のなかのヨーロッパ、第 2 部：日本とロシア　交流のなかで。

ロシア文化の森へ　比較文化の総合研究　第 2集
柳富子 編著

A5 判・上製・758 頁
4-931522-12-2［ナダ出版センター 2006.10刊］　定価8,800円（本体8,000円）

ロシア文化研究第一線の研究者 46 名による比較文学研究の最前線。

ナダ出版センター
（発行・編集・企画） 商品一覧

〈ナダ書房〉マイクロフィルム版史料

【総販売元】
学術資料出版

大空社出版

※各セットに収録資料の 「目録 ・ 解説」（冊子）

が付いています。 冊子のみでもお求めできます。

1 西洋文学移入史料集成
2 明治期翻訳文学書全集
3 近代日本黎明期文学書集成
4 明治初期文学雑誌集成
5 明治初期辞書集成　字類・字解・字引類
6 英学資料集成　国民英学会と中外英字新聞
7 明治期学術・言論雑誌集成
8 明治期社会科学翻訳書集成

9 明治前期地方自治制刊行物集成
10 月刊雑誌『自治機関』
11 近代日本軍隊関係雑誌集成〈陸軍の部〉
12 近代日本軍隊関係雑誌集成〈海軍の部〉
13 明治期産業翻訳書集成
14 明治期教育関係雑誌集成
15 児童教育史資料集成
16 『工藝』『月刊民藝』

●詳細カタログ
❖ご注文フォーム

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451

eigyo@ozorasha.co.jp

https://www.ozorasha.co.jp/order_personal/index.html
https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/nadashuppan.c_mokuroku_2106.pdf



