
         

日本経済史関連の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

日本経済史  

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選24タイトル 

同時アクセス1： 

 326,044円(税込) 

同時アクセス3： 

 590,698円(税込) 
※1点からご購入可 

No.KD0027 

2019年1月 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

税込価
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アクセス2
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アクセス3

税込価

著者 ISBN

岩波講座　日本経済の歴史 1

中世　11世紀から16世紀後半
KP00018125

岩波書店 201707 PDF ¥11,286 - ¥33,858

深尾京司 中村尚史 中林真幸【編】 9784000114011

岩波講座　日本経済の歴史 2

近世　16世紀末から19世紀前半
KP00018126

岩波書店 201708 PDF ¥11,286 - ¥33,858

深尾京司 中村尚史 中林真幸【編】 9784000114028

岩波講座　日本経済の歴史 3

近代1　19世紀後半から第一次世界大

戦前（1913）

KP00018127

岩波書店 201709 PDF ¥11,286 - ¥33,858

深尾京司 中村尚史 中林真幸【編】 9784000114035

岩波講座　日本経済の歴史 4

近代2　第一次世界大戦期から日中戦

争前（1914-1936）

KP00018128

岩波書店 201711 PDF ¥11,286 - ¥33,858

深尾京司 中村尚史 中林真幸【編】 9784000114042

岩波講座　日本経済の歴史 5

現代1　日中戦争期から高度成長期

（1937-72）

KP00018129

岩波書店 201801 PDF ¥11,286 - ¥33,858

深尾京司 中村尚史 中林真幸【編】 9784000114059

岩波講座　日本経済の歴史 6

現代2　安定成長期から構造改革期

（1973－2010）

KP00018130

岩波書店 201805 PDF ¥11,286 - ¥33,858

深尾京司 中村尚史 中林真幸【編】 9784000114066

日本史で学ぶ経済学 KP00016919 東洋経済新報社 201810 EPUBリフロー ¥5,702 ¥7,603 ¥8,553

横山和輝 9784492444474

日本経済の構造と変遷 KP00016678 日本経済評論社 201807 PDF ¥12,117 - ¥18,176

武田晴人/石井晋/池元有一　【編著】 9784818824782

日本経済史1600-2015 KP00016091 慶應義塾大学出版会 201704 PDF ¥9,385 - ¥14,137

浜野潔/井奥成彦/中村宗悦/岸田真/

永江雅和/牛島利明
9784766423358

異端の試み KP00013553 日本経済評論社 201710 PDF ¥11,583 - ¥17,373

武田晴人 9784818824751

現代史図書目録 KP00010190 日外アソシエーツ 200101 PDF ¥28,512 - ¥42,768

日外アソシエーツ 9784816916427

NO 書影

内容紹介

1
近世以前の日本においても経済活動は活発に行われていた。――律令制と中央集権的な古代社会が崩れ、荘

園制と分権的な社会に転換した中世において本格的な市場経済社会が始まった。多彩で地道な実証研究の成

果と、新たに推計されたGDPをはじめとする農業生産・人口・物価・賃金等の数値を用いて中世経済の立体像を

示す。

2
中世に始まった市場経済社会は、戦国時代に構造的にも制度的にも大きく変革されて近世に引き継がれた。その

後約2世紀半の間に、19世紀後半に始まる日本の近代化をどのように準備したのだろうか。新たに推定されたGDP

をはじめとした生産・人口・物価・賃金などの各種経済指標を用いて、近世の経済社会を読み解いていく。

3 1859年に開港した日本。「パックス・ブリタニカ」という統合された自由な世界経済システムに組み込まれながらも、近

世社会に胎動した経済成長をベースに、欧米先進諸国の技術や制度を積極的に導入して、明治の日本社会は

「産業革命」を成し遂げていく。その過程を新推定の各種経済指標を用いて明らかにする。

4 国際収支危機にあった日本は、幸運にも第一次大戦による債務国から債権国への転換、輸入代替化による重化

学工業の発展等、先進国へのキャッチアップの足がかりを得た。二〇年代の戦後不況から恐慌、三〇年代前半の

円安と政府需要によって急速な回復を経た日本経済は、欧米に比べても高い一人あたりGDP成長率を達成する。

5 いち早い恐慌からの回復後、無謀な日中戦争からアジア太平洋戦争、そして敗戦と占領。戦時～占領期の制度

変革をもとに、軍需依存を脱却し、アメリカが再建した自由貿易体制に加わった日本は、旺盛な投資と技術導入に

より、目覚ましい生産性の上昇と経済成長を体験。1人あたりGDPにおいて平均的な西欧諸国に追い付いた軌跡

を描く。

6 資本蓄積と生産性上昇の減速により、高度成長期は終焉を迎えた。2度の石油危機を挟み1980年代後半のバ

ブル経済までの安定成長期、バブル崩壊後の「失われた20年」と言われる長期停滞期。この間の経済成長失速の

原因は何か。日本的雇用慣行の重要度低下や分配の不平等はどれほど進んだのか。長期に亘る構造的問題を問

う講座最終巻。

7

宋銭を知れば仮想通貨がわかる？　働き方改革は徳川吉宗に学べ？　歴史を読み解きながら経済学の知識を身

につける知的冒険の書。仮想通貨と鎌倉・室町時代に流通した中国銭が似ている？織田信長はプラットフォームビ

ジネスの先駆者？一見無関係に見える過去の史実と現代の経済問題が、実は密接な関係にあり、大いに学ぶべき

ことがあることは、珍しいことではない。歴史は、考えるヒントの宝庫だ。経済学の基本や最先端の経済問題を、過去

の史実から学ぶことは、ためになるだけでなく、面白い。気鋭の経済学者が織り成す、「ビジネスのヒント」と「教養」が

いっきに身につく歴史経済絵巻、ここに誕生！

8

資本主義経済システムは段階的に発展し、日本でも独自に展開した。その歴史の分析方法を再検討し、産業構

造や市場との関連、企業や組織の役割に注目し、構造的に分析する。

9

近世の経済学的遺産が近代的工業化に果たした役割を重視しながら近世から現代までを鳥瞰する、日本経済史

の定番テキストの改訂版。各章末尾に新たな視点でのトピックを追加したほか、アベノミクス等の経済動向についても

増補・改稿。

10

11

1945年から1999年までの55年間に刊行された現代史（戦後史）に関する図書を収録するシリーズ。本書では

経済、財政、産業、社会、事件・災害に関するもの、合わせて18092点を収録。
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日本経済史事典 KP00009285 日外アソシエーツ 200812 PDF ¥21,384 - ¥32,076

日外アソシエーツ 9784816921506

近世匁銭の研究 KP00008044 吉川弘文館 201407 PDF ¥40,392 - ¥60,588

藤本隆士 9784642034630

中世日本の信用経済と徳政令 KP00008038 吉川弘文館 201511 PDF ¥38,016 - ¥57,024

井原今朝男 9784642029278

経済行動と宗教 KP00007229 勁草書房 201409 PDF ¥10,454 - ¥15,681

寺西重郎 9784326550715

日本経済思想史 KP00007224 勁草書房 201509 PDF ¥9,504 - ¥14,256

川口浩/石井寿美世/グラムリヒ＝オカ,ベ

ティーナ/劉群芸
9784326504138

日本経済の二千年　改訂版 KP00007200 勁草書房 200603 PDF ¥9,979 - ¥14,968

太田愛之/川口浩/藤井信幸 9784326502769

戦後経済史 KP00005286 東洋経済新報社 201506 EPUBリフロー ¥5,702 ¥7,603 ¥8,553

野口悠紀雄 9784492371183

明治前期の日本経済 KP00000539 日本経済評論社 200410 PDF ¥8,910 - ¥13,365

高村直助【編著】 9784818817104

戦時下アジアの日本経済団体 KP00000514 日本経済評論社 200402 PDF ¥8,910 - ¥13,365

柳沢遊/木村健二【編著】 9784818815681

政治としての経済計画 KP00000510 日本経済評論社 200311 PDF ¥17,820 - ¥26,730

総合研究開発機構【編】/星野進保 9784818815537

戦間期日本の対外経済関係 KP00000350 日本経済評論社 199206 PDF ¥8,910 - ¥13,365

大石嘉一郎 9784818806153

日本の経済思想四百年 KP00000338 日本経済評論社 199006 PDF ¥8,078 - ¥12,117

杉原四郎 9784818804258

日本の経済雑誌 KP00000317 日本経済評論社 198708 PDF ¥2,970 - ¥4,455

杉原四郎 9784818801561

12
日本経済63年間の出来事を概観する。1945年から2008年まで、8281件のトピックを年月日順に掲載。経済

政策から法令まで幅広く収録。巻末には「テーマ別一覧」「人名索引」「企業・団体名索引」付き。

13

近世では、通常三貨（金・銀・銅）が公的鋳貨として流通を媒介していたが、各地で紐や藁で貫串した緡銭、つま

り重さを表す「匁」単位を使用した銭による取引が行われていた。福岡や秋月、日田など九州各地の事例を丹念に

分析。匁銭が東アジア経済圏の交換レートに基づくもので、鎖国下の日本経済が東アジア経済圏と連動していたこ

とを解き明かす。

14
中世の社会経済は、歴史上いかなる位置づけがなされるべきか。領主経営・流通・商業などの経済現象を信用・債

務・投機の視点から検証。さらに、貸付取引・債務契約や質契約が土地の売買取引に先行した点を解明し、徳政

令の意義を位置づけ直す。幅広い社会経済現象を、売買・貸付取引の二大原理に再構築し、新しい社会経済

史のあり方を提示する。

15

経済システムの歴史的進化経路は宗教に依存する（から独立ではない）。日本人の叡智が生んだ日本経済シス

テムの特徴はどのような社会的文化的な条件のもとに成立したのか。マックス・ウェーバーを拡張したモデルにより宗教

の変化とその経済行動へのインパクトを分析する。

16
日本に経済学はなかったが経済思想は存在した。一七世紀の初めから二〇世紀中葉に至る三世紀半における日

本の経済思想とその歴史を通観。学部学生・一般社会人向けの本邦初のテキスト。

17

「日本経済史の入門書」決定版。21世紀に入ってからの研究の進捗とその成果を踏まえ日本列島の二千年を論じ

る。

18

日本は戦後レジームに回帰しようとしている！東京大空襲からアベノミクスまで、戦後70年をリアルタイムで生きた経

済学者の集大成。戦後史を振り返るための年表付き。

19

日本における産業革命はいかなる前提条件の下で達成されたか。明治前期の政府の政策、諸産業の実態、経済

活動を担う主体の三つの側面から実証的に解明する。

20
日中戦争期から太平洋戦争期に、軍や政府機関と連携しながら果たした役割とは。「円ブロック」地域の日本人経

済勢力が直面した課題と矛盾を明らかにする。

21

戦後日本はどのように経済発展をなし遂げてきたか。復興・自立・高度成長そして安定成長へと至る過程で所得倍

増計画など様々な経済計画の果たした役割とそのときどきの政策との関わりを検証する。

22

23

24



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


