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　　　　　龍溪書舎編集部 編 

　本企画は、小舎編集部発行「明治後期産業発達史資料」のいわば後継企画である。
　昨今の学界動向を考慮し、これまでの明治後期という時代枠を取り外し、日本の産業や経済社会の発展
に関わった一次史料を広く収集していくこととした。よってこの企画に採録される各史料は、個々では相
互の関連性がなくても、全体的に見た場合に一つの史料群を構成し、歴史研究の一層の深化に貢献する機
能を果たすべく収録されるものである。研究者の方の必備文献となれば幸いである。

第 1期　vol.1～vol.12・全12巻 A5判 ･ 並製本　合計定価137,000円（＋税）
vol.1　⑴不動産之栞　第 1号／倉林幸左衛門（大正 2年）
 ⑵大正14年10月 1 日現在国勢調査　全国市町村人口便覧／大日本国民教育会（大正15年）
 ISBN：978-4-8447-0163-7　定価11,000円（＋税）
vol.2　⑴新潟履物沿革／新潟履物卸商組合編纂（明治45年）
 ⑵愛知 ･岐阜 ･長野三県下に於ける農村金融の概況／日本勧業銀行調査課（大正15年）
 ⑶秋田県下ニ於ケル農業金融概況／日本銀行調査局（昭和 2年）
 ⑷酒精原料甘藷及馬鈴薯に関する調査／農林省農務局農産課（昭和12年）
 ISBN：978-4-8447-0164-4　定価9,000円（＋税）
vol.3　⑴生糸 ･織物 職工事情／農商務省商工局（明治36年）
 ⑵米券倉庫事業方法成績／肥後米券倉庫組合 中村貞介編（大正 3年）
 ISBN：978-4-8447-0165-1　定価13,000円（＋税）
vol.4　⑴愛知県北設楽郡上下津具組合 村有林経営事蹟／愛知県北設楽郡上下津具村（大正元年）
 ⑵秋田山形両県下に於ける出稼漁夫の概況／青森地方職業紹介事務局（昭和 5年）
 ISBN：978-4-8447-0166-8　定価11,000円（＋税）
vol.5　丸之内便覧／三菱地所部（大正12年）
 ISBN：978-4-8447-0167-5　定価14,000円（＋税）
vol.6　千葉県山武郡山辺村ニ於ケル農村保健衛生状態実地調査報告／千葉県警察部（大正13年）
 ISBN：978-4-8447-0168-2　定価11,000円（＋税）
vol.7　⑴東京府茶業誌／東京府茶業組合連合会議所（大正13 ･ 14年？）
 ⑵秋田県ニ於ケル製材業／日本銀行調査局（昭和 2年）
 ISBN：978-4-8447-0169-9　定価11,000円（＋税）
vol.8　⑴英国失業保険制度梗概／社会局第二部（大正12年）
 ⑵ 敵産管理法及関係命令並ニ告示・外国人関係取引取締規則及関係告示（附 外地及満洲国分）

／大蔵省外資局（昭和18年）
 ISBN：978-4-8447-0170-5　定価12,000円（＋税）
vol.9　南洋事情概説／満鉄産業部（昭和12年）
 ISBN：978-4-8447-0171-2　定価16,000円（＋税）
vol.10 ⑴会津漆器に関する調査／日本銀行調査局（大正14年）
 ⑵華北合作社運動史／福田政雄（民国33年）
 ISBN：978-4-8447-0172-9　定価10,000円（＋税）
vol.11 自治的農事機関の事績／茨城県農会（大正元年）
 ISBN：978-4-8447-0173-6　定価10,000円（＋税）
vol.12 ⑴愛知県 ･静岡県に於ける主なる蔬菜栽培調査／東京府農会（大正 2年）
 ⑵小諸商業慣習（二版）／北佐久郡立小諸商工学校（明治45年）
 ISBN：978-4-8447-0174-3　定価9,000円（＋税）

新企画 継続刊行図書
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編集代表　槻木瑞生　　すいせん　白柳弘幸／大東 仁／辻田文雄 

　近年の資料調査から、多くの宗教団体が外地での教育活動を行ってきたことがわかってきたが、これま
での研究では、「軍 ･学校 ･宗教」を別々に論じ、その関係に目を向けることがなかった。本企画は、こ
のような問題意識に立って、今まで埋もれていた外地での基礎資料を順次公開するものである。
　各期および各編の巻頭に、編者の解題を附す。

編集 ･解題　大東 仁／槻木瑞生
第 5期　宗教調査資料　全 8巻（予定）
 ISBN：978-4-8447-0205-4　A5判 ･ 上製本　予価200,000円（＋税）

　日本宗教団体による「満洲」開教は、日清戦争直後に始まり日露戦争後に増加。そして「満洲国」建国
以後飛躍的な増加をみせる。また「満蒙開拓団」の侵出が始まると、都市部ではなく「開拓地」への侵出
が増加する。もちろん「満洲国」には現地の宗教団体も多数存在していた。本史料は、「満洲国」の調査
による侵出宗教教団と現地宗教教団を網羅した記録となっている。植民地「満洲国」の宗教事情理解には
必携の史料である。
　なお、本史料には「第 4輯　熱河・承徳 宗教調査」が存在していることを確認しているが、原本の収
集が叶わず、やむをえず未収録のまま刊行することとした。

　　〈収録資料〉
　　その 1　満洲の佛教と其の諸問題／文教部禮教司
　　第 2輯　吉林、間東、濱江各省宗教調査報告書／民生部社会司（康徳 4年11月）
　　第 3輯　民間信仰調査報告書／民生部社会司（康徳 4年12月）
　　第 5輯　満洲宗教概要／民生部社会司禮教科（康徳 5年10月）
　　第 6輯　満洲旗人の祭祀に就て／民生部社会司禮教科（康徳 6年 6月）
　　第 7輯　基督教調査報告書／民生部厚生司（康徳 7年12月）
　　第 8輯　佛教調査報告書（日本宗教ノ部）／民生部厚生局教化科（康徳 8年12月）
　　第 9輯　カライム教調査書／民生部厚生司教化科（康徳 9年11月）
　　第10輯　喇嘛廟々會と鄂博祭／文教部教化司禮教化（康徳10年11月）
　　第11輯　開拓地ニ於ケル佛教事情／文教部教化司禮教科（康徳11年 2 月）
　　第12輯　国内に於ける邪教及秘密結社の概要／文教部教化司禮教科（康徳11年 2 月）
　　第12輯　宗教叛亂史／文教部教化司禮教科（康徳11年 4 月）
　　第13輯　満洲國の回教徒問題／文教部教化司禮教科（康徳11年 8 月）

編集 ･解題　槻木瑞生
第 3期　日本留学中国人名簿関係資料　全 7巻
 ISBN：978-4-8447-0233-7　A5判 ･ 上製本　定価175,000円（＋税）

　留日学生については、さまざまな部署からさまざまな資料がでているが、ここではその一部を示した。

継続刊行図書

アジアにおける日本の軍 ･学校 ･宗教関係資料

H25年 9 月 刊行予定

H25年10月 刊行予定
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　　〈収録資料〉
　　調査資料第 9号　日本留学中華民国人名調／興亜院政務部
　　調査資料第27号　日本留学支那要人録／興亜院政務部
　　（満洲）留日学生名簿（昭和10年 6 月現在）／日華学会学報部
　　日本陸軍士官学校 中華民国留学生名簿／日本陸軍士官学校 郭栄生校補
　　留日学務規程及概況（大正 7年 6月調査）／日華学会編
　　支那留学生状況調査書（大正 8年 6月）／東亜同文会編
　　支那人本邦留学情況改善案（大正 7年 6月調査）
　　中国留日同学会季刊 第 1 号／中国留日同学会編

第 4期　日本佛教団（含基督教）の宣撫工作と大陸 －日本語学校－

　日本の宗教教団は、大陸でいろいろな関係を持ち、布教活動のみではなく多大な影響を彼の地に与えて
いた。そうした宗教教団の幅広い活動の実態を知るための基礎史料を紹介する。

編集・解題　槻木瑞生／大東 仁
＜第 1編＞　vol.1～vol.4・全 4巻
 ISBN：978-4-8447-0234-4　 A5判･上製本　定価100,000円（+税）

　　＜収録資料＞
　　 朝鮮開教五十年誌／真宗大谷派本願寺朝鮮開教監督部（昭和 2年10月）・支那事変と曹洞宗／曹
洞宗興亜局教学部長 蔵山光瑞編（昭和14年11月）・新東亜の建設と佛教／佛教連合会（昭和14年
4 月）・南京及蘇州に於ける仏教の実情調査／興亜院華中連絡部（昭和15年 5 月）・光華抄／大谷
智子（昭和15年 2 月）・南京及蘇州に於ける基督教の実情調査／興亜院華中連絡部（昭和15年 5 月）・
満洲に於ける天主教／満鉄鉄道総局営業局旅客課・大陸に於ける宗教工作状況／大倉精神文化研
究所調査部・滞在支那記／谷了然（明治 9年 6月～明治31年11月）

編集・解題　大東 仁／槻木瑞生
＜第 2編＞　vol.5～vol.8・全 4巻
 ISBN：978-4-8447-0204-7　A5判・上製本　定価 100,000円（+税）

　　＜収録資料＞
　　 台湾開教史／浄土真宗本願寺派（1935年）・宗教年鑑／有光社（1939年）・満洲国の宗教／満洲事
情案内所・康徳十年度 奉天市宗教便覧／奉天市公署行政科厚生股・浄土宗開教要覧／浄土宗宗
務所教学部

編集・解題　大東 仁／槻木瑞生
＜第 3編＞　vol.9～vol.12・全 4巻
 ISBN：978-4-8447-0206-1　A5判･上製本　定価100,000円（+税）

　　＜収録資料＞
　　 中支宗教大同連盟月報　第 3年 4号（昭和16年 4 月）～第 4年11・12号（昭和17年12月）（部分）・
昭和15年度総会要録／中支宗教大同連盟（秘）・中支宗教大同連盟年鑑／（昭和15年11月・昭和

H25年11月 刊行予定H25年11月 刊行予定

H26年 2 月 刊行予定
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16年2月）・東亜仏教大会紀要／中支宗教大同連盟（中華民国30年）・朝鮮諸宗教／吉川文太郎・
㊙天理教青年会 満州移民事業日譜 参考資料 第三巻／橋本正治編

編集 ･解題　槻木瑞生
第 1期　満洲帝国学事要覧　全 4巻
 ISBN：978-4-8447-0231-3　A5判 ･ 上製本　定価100,000円（＋税）

　 満洲国教育の公式資料。満洲国が自国の教育を十分に支配しきれていないことを読み取ることが出来る。
　康徳 2年度～同10年度の原本、全 8冊を収録。

編集 ･解題　槻木瑞生
第 2期　満洲国留日学生録　全 6巻
 ISBN：978-4-8447-0232-0　A5判 ･ 上製本　定価150,000円（＋税）

　これまで一部しか把握されていなかった満洲国留日学生の記録を補う資料。
　康徳 2年度～同10年度の原本、全 8冊を収録。
 

中京大学社会科学研究所　台湾史研究センター（代表 檜山幸夫）編 
すいせん　川島 真／河原 功／黄 紹 恒／駒込 武／呉 文 星／蔡 錦 堂／佐藤正広／周 婉 窈／松金公正

　今日、台湾史研究は第 3世代に入った。台湾総督府が基本的史料調査を行った第 1世代に始まり、日本
の敗戦に始まる昭和20年からの空白の30年間を、日台双方の研究者や所蔵機関が史料の公開によって切り
開いた第 2世代を経て、今後は新しい史資料の編纂と更なる翻刻 ･復刻を行っていく企画である。

解題　東山京子
第 1期　殖産部史料　全 8巻
 ISBN：978-4-8447-0299-3　A5判 ･ 上製本　定価200,000円（＋税）

　本史料に収録の「殖産部報文 ･殖産報文等」は、台湾総督府が台湾統治初期の段階で、台湾全土を把握
するために総力をあげて行った調査の報告書である。この結果として纏められたこれらの諸報文は、台湾
総督府が政策の決定や執行を行ううえで、貴重な情報源であった。

　　〈収録資料〉
　　台湾総督府民政局 殖産部報文
　　　　〈水産之部 ･林業、鉱業、商工業、農業、雑、各部 ･度量衡之部〉
　　台湾総督府民政局 殖産報文
　　　　〈農業、水産、林業、鉱業之部 ･植民地之部 ･漁業、塩業之部、拓殖之部〉
　　台湾総督府民政部殖産課 台東殖民地予察報文

継続刊行図書呈 カタログ

台湾史研究資料
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編集 ･解説　早瀬晋三 
すいせん　倉沢愛子／波形昭一／村嶋英治／山﨑志郎／山本有造
20世紀日本のアジア関係重要研究資料　第 2部 ･定期刊行資料　第 4期

　南方開発金庫は、日本占領下の東南アジアで、事実上、中央銀行として活動した日本政府の金融機関で
ある。占領地の資源開発のための資金を日本の軍受命企業に融資するなど、軍政に大きくかかわり、占領
地の住民への影響も大きかった。
　その南方開発金庫が発行した調査資料200点余のうち、約 4分の 3の所在が明らかになった。日本占領
地の金融政策や構造だけでなく、日本占領下の東南アジアにおける実相の一端がわかる貴重な資料である。
 A5判 ･ 上製本　　合計定価 410,000円（＋税）

第 1回 ･第 2回配本
vol.1～vol.2 南方日誌（昭和17年12月～昭和18年10月・計24点）・全 2巻
 ISBN：978-4-8447-0309-9　定価50,000円（＋税）
vol.3～vol.4 金調資料（昭和17年 7 月～昭和19年 7 月・計18点）・全 2巻
 ISBN：978-4-8447-0310-5　定価50,000円（＋税）

第 3回 ･第 4回配本
vol.5～vol.6 経調資料（昭和17年 6 月～昭和17年12月・計15点）・全 2巻
 ISBN：978-4-8447-0311-2　定価50,000円（＋税）
vol.7～vol.10 産調資料（昭和17年 6 月～昭和19年10月・計30点）・全 4巻
 ISBN：978-4-8447-0312-9　定価100,000円（＋税）

第 5回 ･第 6回 ･第 7回配本
vol.11 貿調資料（昭和17年 6 月～昭和18年 6 月・計 9点）・全 1巻
 ISBN：978-4-8447-0313-6　定価25,000円（＋税）
vol.12～vol.13 社調資料（昭和17年 7 月～昭和18年11月・計26点）・全 2巻
 ISBN：978-4-8447-0314-3　定価50,000円（＋税）

vol.14～vol.16 新聞論調 ･南方資料 ･金庫現地報告 ･メモ（計32点）・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0315-0　定価75,000円（＋税）
附　　巻　　　解説 ･総目録 ･索引篇・全 1巻（並製）
 ISBN：978-4-8447-0316-7　定価10,000円（＋税）

継続刊行図書呈 カタログ

南方開発金庫調査資料 －1942～44年

H25年 7 月 刊行予定

H26年 1 月 刊行予定
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編集 ･解題　木村一信 ･竹松良明 
すいせん　池田浩士／内海愛子／浦西和彦／神谷忠孝／倉沢愛子／
川村 湊／倉沢愛子／西田 勝／西 成彦
南方軍政関係史料㉕- 3

　1941（昭和16）年12月、陸軍の徴用を受けたマレー班の文化人たち約120名は、ビルマやジャワ班の文
化人たちよりも多かったが、個性的な面でも特色がある人たちであった。数々の武勇伝やエピソードが生
まれ、マレーシアからシンガポールへの行軍、シンガポール陥落後に昭南島と改名された彼の地での宣撫・
宣伝工作など、その活動は多彩を極めた。
　マレー系、インド系、中国系民族の混在する地域において、日本による占領 ･支配の招いた困惑を、徴
用文化人たちはどう感じ、そしてどのような形で文章に表現したのだろうか。こうした機徴がこのマレー
篇には横溢している。
　収録作家（19名）　 秋永芳郎／井伏鱒二／大林　清／小栗虫太郎／海音寺潮五郎／北川冬彦／ 

北町一郎／小出英男／堺誠一郎／酒井寅吉／里村欣三／神保光太郎／ 
田中克己／月原橙一郎／寺崎　浩／中島健蔵／中村地平／林 炳耀／ 
南 節（50音順） 四六判変形 ･並製本

vol.1 井伏鱒二（花の町 ･南航大概記 ･雑誌等所収 計29点）
vol.2 北町一郎（カンナ紅なり ･雑誌等所収 計10点）
vol.3 北町一郎（星座と花）／南 節（マライ電撃戦）
vol.4 中村地平（マライの人たち ･雑誌等所収 計 3 点）／田中克己（南の星 ･雑誌等所収 計11点）
vol.5 神保光太郎（風土と愛情 ･南方詩集）
vol.6 神保光太郎（昭南日本学園 ･雑誌等所収 計 9 点）
vol.7 海音寺潮五郎（マライ華僑記 ･雑誌等所収 計 1 点）／酒井寅吉（マレー戦記 ･雑誌等所収 計 1 点）
vol.8 大林 清（マラツカ海峡 ･雑誌等所収 計14点）／月原橙一郎（雑誌等所収 計 3 点）
vol.9 里村欣三（河の民 ･雑誌等所収 計13点）
vol.10 里村欣三（雑誌等所収 計10点）／秋永芳郎（勝利の翼 ･雑誌等所収 計 6 点）
vol.11 堺誠一郎（キナバルの民 ･雑誌等所収 計 9 点）／小栗虫太郎（雑誌等所収 計10点）
vol.12 小出英男（南方演芸記 ･雑誌等所収 計 2 点）／北川冬彦（雑誌等所収 計 9 点）
vol.13 寺崎 浩（マライの静脈 ･雑誌等所収 計11点）
vol.14 寺崎 浩（火樹ひらく）／中島健蔵（緑のマライ ･雑誌等所収 計10点）
vol.15 林 炳耀（ブキテマ ･雑誌等所収 計 1 点）／座談会 ･対談

継続刊行図書

南方徴用作家叢書　第 3期　マレー篇　全15巻

製作準備中
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編集 ･解題　小野耕世／木村一信
寄稿文 ･エッセイ ･対談録　加藤 剛／A.D.ピロス／足立 元／小野耕世 ･鶴見俊輔
すいせん　倉沢愛子／後藤乾一／櫻本富雄／清水 勲／竹松良明／田名網敬一／成田龍一
南方軍政関係史料43　
小野佐世男 ジヤワ從軍画譜
 ISBN：978-4-8447-0304-4　AB判変形 ･特上製本 ･ 198頁 ･ カラー刷　定価25,000円（＋税）

　1945年 7 月、敗戦間近のジャワ ･ジャカルタにおいて、漫画家 ･画家の小野佐世男による『ジヤワ從軍
画譜』（ジャワ新聞社 刊）は刊行された。デビュー当時、マンガ界に「麒麟児現る」と評され、風刺画や
女性風俗画などで溢れるばかりの才能を発揮していた小野は、「徴用」を受け、三年余りにわたってジャ
ワで宣伝 ･宣撫活動や文化運動に従事していた。
　「幻の書」と言われる本書は、軍政下のジャワ ･バリ島の街や村の様子、人々の暮らし、戦争 ･軍事、
また、宗教、風俗、市場、お祭り、自然などを、余すところなく魅力ある筆と文章とで描き出している。
 

龍溪書舎編集部 編　　時事新報社刊　 

　『時事新報』は、近代日本の偉大な啓蒙思想家 福澤諭吉の創刊による歴史的文化時事業であり、不偏不
党の立場を貫いた数少ない全国新聞である。
　その清新重厚にして広い視野を持った内容が、わが国の近代化に果たした役割は計り知れないほど大き
なものであり、今日において、些かも色褪せることなく識者の関心を寄せるところとなっている。まさに
垂涎の資料である。
 ISBN：978-4-8447-4487-0　A4判 ･ 上製本　予価3,850,000円（＋税）

第25巻までの詳細は、総合図書目録を参照ください。
　…
第26巻―（上）　明治40年 1 月～ 6月・全 7冊 分冊定価210,000円（＋税）

第26巻―（下）　明治40年 7 月～12月・全 6冊 分冊定価180,000円（＋税）

第27巻―（上）　明治41年 1 月～ 6月・全 6冊 分冊定価180,000円（＋税）

第27巻―（下）　明治41年 7 月～12月・全 6冊 分冊定価180,000円（＋税）
　　　…
　　以降、継続刊行中

時事新報　第 1期　明治前期篇　全20巻 ･ 総116冊
明治15年（第 1号）～明治34年 2 月（第6206号）
 ISBN：978-4-8447-0334-1　A4判 ･ 上製本　定価 2,088,000円（＋税）

好評

縮刷版 継続刊行図書呈 カタログ

時事新報　第 2期　明治後期篇 第20巻（下）～第31巻（全138冊）

H25年 7 月 刊行予定

H26年 3 月 刊行予定

H26年 9 月 刊行予定

既刊
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龍溪書舎編集部 編 

 vol.101～vol.114・全14巻　　A5判 ･並製本　合計定価113,000円（＋税）

vol.101 ⑴韓南島嶼ノ富源／度支部 編（1908年 3 月）
 ⑵全羅南道道勢要覧／全羅南道 編（明治44年）
 ⑶日清韓新三國志／春陽堂 刊（1894年 9 月）
 ISBN：978-4-8447-0175-0　定価8,000円（＋税）
vol.102 ⑴朝鮮百業百種／京城日報社 編（1912年 9 月）
 ⑵朝鮮常平通寶錢譜／西尾守行 著（1911年）
 ISBN：978-4-8447-0176-7　定価9,000円（＋税）
vol.103 ⑴朝鮮在来敎派概観／統監府刑務総監部 編（19--年）
 ⑵朝鮮佛教大会紀要／佐々木上鏡 著（1930年 8 月）
 ⑶国民協会運動史／国民協会宣伝部 編（1931年10月）
 ISBN：978-4-8447-0177-4　定価9,000円（＋税）
vol.104 世界萬国年契／学務編輯局 編（1893年）
 ISBN：978-4-8447-0178-1　定価8,000円（＋税）
vol.105 ⑴朝鮮帰化族の発展／善生永助 著（19--年）
 ⑵朝鮮青年成功録／朝鮮総督府学務局 編（1927年12月）
 ISBN：978-4-8447-0179-8　定価9,000円（＋税）
vol.106 ⑴満鮮北支視察記／（1926年11月）
 ⑵満鮮支視察記録／埼玉県教育会 編（1927年 3 月）
 ISBN：978-4-8447-0180-4　定価8,000円（＋税）
vol.107 明治癸卯朝鮮紀行／三浦兼助 著（1917年）
 ISBN：978-4-8447-0181-1　定価4,000円（＋税）
vol.108 朝鮮道立醫院概況／朝鮮総督府 編（昭和 5年、 8年）
 ISBN：978-4-8447-0182-8　定価8,000円（＋税）
vol.109 鉱業状況（一）（京畿道･忠清南道･忠清北道･咸鏡南道･咸鏡北道）／徳野真士 著（1930年10月）
 ISBN：978-4-8447-0183-5　定価8,000円（＋税）
vol.110 鉱業状況（二）（江原道 ･平安南道 ･平安北道）／徳野真士 著（1930年10月）
 ISBN：978-4-8447-0184-2　定価8,000円（＋税）
vol.111 鉱業状況（三）（黄海道･全羅南道･全羅北道･慶尚南道･慶尚北道）／徳野真士 著（1930年10月）
 ISBN：978-4-8447-0185-9　定価8,000円（＋税）
vol.112 ⑴朝鮮の救荒植物／植木秀幹 著（1919年）
 ⑵火田整理ニ関スル参考書／朝鮮総督府山林部 編（1929年）
 ISBN：978-4-8447-0186-6　定価8,000円（＋税）
vol.113 小作慣行調査書（全羅南道）／（1931年12月）
 ISBN：978-4-8447-0187-3　定価9,000円（＋税）
vol.114 小作慣行調査書（平安北道）／（1931年？）
 ISBN：978-4-8447-0188-0　定価8,000円（＋税）

継続刊行図書

韓国併合史研究資料　第10期

H25年 8 月 刊行予定
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日本近代教育史研究会（代表 米田俊彦）編

　明治維新以後の日本近代教育史は、「遅れたアジア社会」の一員だった日本を「欧米並み」に近づける
という明治国家の基本路線に沿って、国家権力側の強力なリーダーシップの下に形成の歩みを続けてきた。
　国立教育政策研究所の日本教育史研究部門では、「日本近代教育百年史」編纂当初より、国家の教育政
策 ･行政に関する公文書史料の体系的 ･包括的な調査 ･収集 ･整理とその公開を基本業務としてきた。本
企画は、この過去四半世紀に及ぶ蓄積の集大成である。単に実定法の羅列ではなく、法令の起草 ･起案 ･
整文の過程を開示しており、近代日本に於ける権力主体の教育理念選択のプロセスを科学的に知る道を開
く。詳細な収録文書目録を附す、日本教育史、日本近代史必備の文献。

第 3回配本　公文類聚（第 6編～第13編）より
学制門および学事門⑴（明治15年～明治22年）　vol.21～vol.23・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0208-5　予価90,000円（＋税）

第 4回配本　公文類聚（第14編～第23編）より
学制門および学事門⑵（明治23年～明治32年）　vol.24～vol.26・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0209-2　予価90,000円（＋税）

第 5回配本　公文類聚（第24編～第42編）より
学制門および学事門⑶（明治33年～昭和11年）　vol.27～vol.29・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0210-8　予価90,000円（＋税）

第 6回配本　公文類聚（第43編～第50編）より
学制門および学事門⑷（昭和11年～昭和20年）　vol.30～vol.32・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0211-5　予価90,000円（＋税）

第 7回配本　公文類聚（第51編～第62編）より
学制門および学事門⑸（昭和11年～昭和20年）　vol.33～vol.35・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0212-2　予価90,000円（＋税）

第 8回配本　公文類聚（第63編～第65編）より
学制門および学事門⑹（大正 8年～昭和11年）　vol.36～vol.38・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0213-9　予価90,000円（＋税）

第 9回配本　公文類聚（第66編～第69編）より
学制門および学事門⑺（昭和11年～昭和20年）　vol.39～vol.41・全 3巻
 ISBN：978-4-8447-0214-6　予価90,000円（＋税）

第10回配本
公文類聚総目録（公文記録 附巻㈢）
 ISBN：978-4-8447-0215-3　予価30,000円（＋税）

日本近代教育史料大系　第 1期　公文記録

第 3～10回配本、H25年10月　刊行開始予定
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第 1回配本　太政類典（第 1編～第 5編 ･外編）より
学制（慶應 3年～明治14年）　vol.1～vol.5＋附巻㈠・全 6巻
 ISBN：978-4-8447-0348-8　A4判 ･ 上製本　定価150,000円（＋税）

第 2回配本　公文録（慶應 4年～明治18年）より　　　
皇漢両学所 ･昌平開成両学校 ･大学校 ･京都学校 ･大学 ･文部省……各伺
vol.6～vol.20＋附巻㈡・全16巻
 ISBN：978-4-8447-0333-4　A4判 ･ 上製本　定価400,000円（＋税）

編集代表　阿部 洋 
編集委員　上沼八郎／近藤純子／佐藤由美／佐野通夫／弘谷多喜夫

 ISBN：978-4-8447-5512-8　A5判 ･ 上製本

第 8集―⑴　学校要覧類（上）　vol.56～vol.67・全12巻
 分冊定価300,000円（＋税）

初等学校関係資料／中等学校関係資料／女学校関係資料／実業学校関係資料／特殊教育 ･教護お
よび対岸籍民学校関係資料、を収録

第 8集―⑵　学校要覧類（下）　vol.68～vol.77・全10巻
 分冊定価250,000円（＋税）

国語学校関係資料／師範学校関係資料／高等学校関係資料／高等専門学校関係資料／台北帝国大
学関係資料、を収録

第10集　社会教育関係資料　vol.87～vol.94・全 8巻
 分冊定価200,000円（＋税）

教育概況 ･要覧資料／図書館一覧／教育要綱関係資料、を収録

国の重要指定文化財

継続刊行図書呈 カタログ

日本植民地教育政策史料集成 ･台湾篇
 全12集 ･ 総120巻（予定）

H25年10月 刊行予定

H26年 4 月 刊行予定
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李 炫雄 著

原子力をめぐる「日米協力」の形成と定着　1953-1958
 ISBN：978-4-8447-5565-4　A5判 ･ 上製本 ･ 280頁　定価4,000円（＋税）

　アメリカ合衆国で1946年 8 月に制定された原子力法は、原子力に関する情報の海外提供を禁止していた。
しかし、1953年に発足したアイゼンハワー政権により、アメリカは世界の国々と原子力協定を結んでいく。
軍事利用されかねない原子力にもかかわらず、同法を改定してまで他国と協力関係を結んだアイゼンハ
ワー政権の原子力政策とは何だったのか。また、世界唯一の被爆国である日本とアメリカとの関係はどう
あったのか。各国との協定内容を比較検討しながら、当時の日本政府の対外原子力外交を考察する。

坂井田夕起子 著

誰も知らない『西遊記』　―玄奘三蔵の遺骨をめぐる東アジア戦後史―
 ISBN：978-4-8447-0207-8　四六判 ･並製本 ･ 280頁　定価3,000円（＋税）

　『西遊記』といえば〝孫悟空〞と思い浮かべることが多いが、本書はその本来の主人公、玄奘三蔵法師
の没後の旅を描いたものである。
　インドから持ち帰った多数の経典を翻訳するという偉業を成し遂げた玄奘は、60代で生涯を終える。そ
の遺骨が日中戦争の最中、南京で発見されるところから話が始まる。さらに遺骨は日本へ渡り、台湾、中
国へと旅することになる。仏教界においては聖遺物とされる玄奘の遺骨が、戦後から現在にかけて与える
影響とはいかなるものか。その真髄に迫る。

紀 旭峰 著　　すいせん　梅森直之／後藤乾一
大 正 期
台湾人の「日本留学」研究
 ISBN：978-4-8447-0301-3　A5判 ･ 上製本 ･ 430頁　定価8,000円（＋税）

　大正期は、米騒動、ロシア革命、三一独立運動など、歴史的事件が相次いで起きた時代である。同時に、
さまざまな思想が咲き乱れた時代でもあった。こうした状況の中で、一部の台湾人留学生は諸啓蒙運動を
展開していく。それに伴い、東アジア知識人との交流は、彼等が自らの関心を本島台湾からアジアヘ、さ
らに世界へと広げて行く際の重要な契機になった。
　本書は、大正期に日本に「留学」した台湾人の思想と行動を、彼等をとりまく国家的制度や社会的ネッ
トワークなどの歴史的文脈とともに分析している。戦前日本における「台湾人留学生」を対象に、その内
面を掘り下げた最初の本格的総合研究として、正に第一級のものである。
　さらに、従来の研究において重視されて来た、東京大学の矢内原忠雄を中心とするキリスト教のネット
ワークに加え、早稲田大学、明治大学、中央大学等の私立大学専門部を台湾人留学生の活動舞台として設
定し、従来ほとんどかえり見られなかった「亜細亜公論」等の新資料を積極的に利用し、大正期台湾人「留
学」生がどのように知識形成し、どのようにそれを実践的活動につなげていったかを生き生きと描き出す
ことに成功している。

H25年 7 月 刊行予定

H25年 8 月 刊行予定
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藤本一美 編

現代日本宰相論　―1996年～2011年の日本政治―
 ISBN：978-4-8447-0306-8　A5判 ･ 上製本 ･ 350頁　定価3,000円（＋税）

　橋本龍太郎内閣（1996年 1 月発足）～野田佳彦内閣（2011年11月発足）迄の10政権－内閣に的を絞り、
わが国の首相に期待される「指導力」と「管理能力」についての分析諸研究を参考に、その権力と指導力
の類型を踏まえつつ、歴代首相の思想と行動を中心に当該内閣の特色を描く。
　「保守的」政権から「社会民主的」政権へと転換した日本の内閣政治はどのように展開され、今後はい
かなる方向へ進むのかを考える基本的材料を提供する。

金沢夏樹先生追悼論文集編集委員会 編

金沢農業経営学とその展開　―追悼論文 ･偲ぶ文集―
 ISBN：978-4-8447-0301-3　A5判 ･ 上製本 ･ 358頁　定価6,000円（＋税）

　農業経営学ならびにアジアの稲作農業論に多大の功績を残し、日本の農業経済学界をリードした東京大
学名誉教授・元日本大学生物資源科学部教授 金沢夏樹先生は、平成22年 9 月、惜しくも不帰の人となっ
たが、同氏が稲作技術論を基礎に現場から積み上げた数多くの論文は、日本農業経済学会、国際農業経済
学会に、また国内のみならずアジア各地の農業発展に多大の寄与を果し、正に金沢農業経営学ともいうべ
き金字塔を構築している。
　本書は、人生訓「大道を行く」を身をもって実践した同氏の教訓を受け継いだ門下生一同中の有志が企
画し、同氏の主要学説と回想を紹介すると共に、三十余名の追悼論文 ･偲ぶ文集を収録し、氏の研究業績、
ご遺族の思い出等をまとめたものである。
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㉕南 ･東南アジア諸国における都市近郊農業の現況と展開方向 
　Status and Tendency of Suburban Agriculture in South and Southeast Asian Countries
 ISSN：1344-459X　A5判 ･ 並製本 ･ 108頁　定価2,500円（＋税）

　昨今は100年に一度といわれる大不況下で、農業の価値を見直すことが問われる時代に入っている。そ
こで今回は、都市近郊農業あるいは都市農業について開発途上国、特に南アジア・東南アジアに焦点を当
て、これら地域での都市化の進行と共に表れて来た農業環境 ･生態環境の変化を、三年間に亘って行った
実態調査を基に議論する。本書は、多年度運営型事業として三年連続で日本大学国際地域研究所が行った
プロジェクトの報告である。

㉖ インドネシア東カリマンタン ･ マハカムデルタにおける開発が陸水生
態系に及ぼす影響と環境修復 
The development and rehabilitation to Mahakam delta ecosystem

 ISSN：1344-459X　A5判 ･ 並製本 ･ 231頁　定価3,500円（＋税）

　今日、環境破壊に伴う産業は、同時に環境保全を強く迫られる。これは東南アジア各国共通の課題で、
早急な対応が望まれている。日本大学生物資源科学部国際地域研究所は、この問題関心から東カリマンタ
ン ･マハカムデルタ調査のプロジェクトを立ち上げ、インドネシア ･ムラワルマン大学と共同で、開発が
陸水生態系に及ぼす影響と環境修復についての調査を行った。本書は、その研究成果 ･関連研究の報告で
あり、実に両国研究者の19論文（内英文論文16点）を収める。両大学で行われた国際シンポジウムでは、
活溌な議論が展開された。

㉗ 家畜と野生動物の共通伝染病に対する国際地域連携による早期警報シ
ステムの構築 
Early warning system for emerging zoonotic diseases in Asian regions and the 
world：the wildlife/livestock interface

 ISBN：978-4-8447-0527-7　A5判 ･ 並製本 ･ 112頁　定価2,500円（＋税）

　近年、大きな問題となっている口蹄疫や鳥インフルエンザが、野生動物と家畜、ヒトとの間で、どのよ
うな感染ルートを辿ったのか、また、その対策としての早期警報システムの開発は、どのように構築され
ているのかを、各々専門的立場から問題を提起し、議論を行った。本書は、それらの問題について、多方
面からアプローチを試みた研究結果の報告書である。

日本大学生物資源科学部国際地域研究所（RRIAP）叢書 継続刊行図書
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