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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（一部対象外あり）、 
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。 

「家族・婚姻」研究文献選集 

クレス出版 

長らく品切状態が続き、再版が待たれた、各学問分野における「家族」 
研究から精選された貴重文献の集成が、いま電子書籍でよみがえる！ 

◆刊行にあたって 
「家族・婚姻」研究文献選集は、人類社会において永遠のテーマであり、現在一般の関心も高い「家族」の問題を、それ
に係る婚姻、親子、婦人、離婚等を含めて、社会学・人類学・教育社会学・法制史学・民俗学等あらゆる分野から研
究できるように精選し、集成したものである。 
社会の変化とともに、「家族」の在り方も変わり続けている。現代の家族研究をしていく上でも、過去の家族制度とその移
り変わり等を踏まえ、広い視野で「家族」の研究をしていくことが必要であると思われる。 
今回、明治から昭和20年（終戦）以前に出版された単行本（翻訳は除く）より、研究者の主要著作を数多く取り入
れ、現在入手が困難な研究文献、家族研究には必要な文献を選び、復刻刊行する運びとなった。（クレス出版） 

※肩書は刊行当時のものです。 

紀伊國屋書店 デジタル情報営業部   TEL:03-6910-0518   ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

巻数 別冊解題　戦前篇　担当者

第1巻 老川寛（明治学院大学教授）

第2巻 湯沢雍彦（お茶の水女子大学教授）

第3巻 田中弘子（仙台白百合短期大学助教授）

第4巻 星野澄子（国学院大学講師）

第5巻 犬塚都子（聖セシリア女子短期大学講師）

第6巻 川崎末美（東洋英和女学院短期大学講師）

第7巻 落合恵美子（同志社女子大学講師）

第8巻 野崎衣枝（順天堂看護専門学校講師）

第9巻 酒井はるみ（茨城大学助教授）

第10巻 岡村益（福島大学名誉教授）

第11巻 岡田照子（岐阜女子大学教授）

第12巻 清水浩昭（厚生省人口問題研究所動向部長）

第13巻 石原豊美（農業総合研究所研究員）

第14巻 光吉利之（奈良女子大学教授）

第15巻 山田昌弘（東京学芸大学講師）

別巻 湯沢雍彦（お茶の水女子大学教授）

巻数 別冊解題　戦後篇　担当者

第1巻 無藤隆（お茶の水女子大学助教授）

第2巻 中込睦子（名城大学短期大学非常勤講師）

第3巻 服藤早苗（横浜国立大学非常勤講師）

第4巻 戒能民江（東邦学園短期大学講師）

第5巻 有地亨（聖心女子大学教授）

第6巻 依田精一（東京経済大学教授）

第7巻 野崎衣枝（順天堂医療短期大学非常勤講師）

第8巻 古谷昭（金城学院大学教授）

第9巻 天木志保美（同志社大学助教授）

第10巻 石井美智子（東京都立大学助教授）

第11巻 佐竹洋人（東京家庭裁判所家事次席調査官）

第12巻 星美智子（玉川大学講師）

第13巻 床谷文雄（大阪大学助教授）

第14巻 河野亮子（聖徳短期大学講師）

第15巻 加藤美穂子（白鷗大学教授）

第16巻 岡田照子（岐阜女子大学教授）

第17巻 下夷美幸（社会保障研究所研究員）

第18巻 黒木三郎（早稲田大学教授）

第19巻 明石一紀（都立高校講師）

第20巻 清水浩昭（厚生省人口問題研究所動向部長）

第21巻 湯沢雍彦（お茶の水女子大学教授）

第22巻 関彌一郎（横浜国立大学教授）



同時アクセス1 
（本体価格） ¥  

巻 書名 著者 刊行年月

第1巻 増補　族制進化論 有賀長雄 明治23年4月

第2巻 隠居論 穂積陳重 大正4年3月

第3巻 子供本位の家庭 安部磯雄 大正6年7月

第4巻 離婚制度の研究 穂積重遠　 大正13年7月

第5巻 家族制度と婦人問題 河田嗣郎 大正13年9月

第6巻 日本家族制度史研究 砂川寛栄 大正14年4月

第7巻 家族と婚姻 戸田貞三 昭和9年2月

第8巻 日本家族制度批判 玉城肇 昭和9年12月

ISBN：4906330169 
SalesID：KS00000653 

戦前篇 第1回 （分売不可）  

巻 書名 著者 刊行年月

第9巻 家族主義の教育 新見吉治 昭和12年11月

第10巻 日本農村社会学原理 鈴木栄太郎 昭和15年12月

第11巻
日本民俗学上より見たる我国家族

制度の研究
橋浦泰雄 昭和16年9月

第12巻 結婚と人口 岡﨑文規 昭和16年11月

第13巻 白川村の大家族 江馬三枝子 昭和18年6月

第14巻 日本家族制度と小作制度 有賀喜左衛門 昭和18年12月

第15巻 家と家族制度 戸田貞三 昭和19年8月

別巻 人事慣例全集＋別冊解題 自治館編 明治44年3月

ISBN：4906330177 
SalesID：KS00000654 

戦前篇 第2回 （分売不可）    

巻 書名 著者 刊行年月

第1巻 農村児童の心理 牛島義友 昭和21年6月

第2巻 日本民俗論 和歌森太郎 昭和22年11月

第3巻 民衆生活史研究 西岡虎之助 昭和23年11月

第4巻 社会生活と家族法 戒能通孝 昭和24年1月

第5巻 家族史の諸問題 青山道夫 昭和24年4月

第6巻 相続法の諸問題 中川善之助 昭和24年11月

第7巻 新しい家の倫理 我妻栄 昭和24年12月

第8巻 妻・夫・親・子・嫁・しうとめ 土井正徳 昭和28年4月

第9巻 社会学大系家族 田辺寿利 昭和28年10月

第10巻 家族生活の尊重 牧野英一 昭和29年8月

第11巻 調停読本 日本調停協会連合会 昭和29年10月

戦後篇 第1回 （分売不可）   

巻 書名 著者 刊行年月

第12巻 家族関係の心理 牛島義友 昭和30年3月

第13巻 親子法の研究 谷口知平 昭和31年5月

第14巻 近代日本における家族構造 玉城肇 昭和31年7月

第15巻 日本婚姻法論 高梨公之 昭和32年1月

第16巻 婚姻覚書 瀬川清子 昭和32年6月

第17巻
慰籍料（民法七一○条）の算定に

関する実証的研究
村上幸太郎 昭和33年8月

第18巻 日本における大家族制の研究 玉城肇 昭和34年7月

第19巻 訂正増補日本母権制社会の成立 洞富雄 昭和34年8月

第20巻 日本人の生活構造序説 蒲生正男 昭和35年6月

第21巻 家族制度についての世論調査 内閣総理大臣官房審議室昭和32年2月

協議離婚の実態 労働省婦人少年局 昭和36年9月

第22巻 転換期における家事資料の研究＋ 家事資料研究会 昭和38年4月

別冊解題

戦後篇 第2回 （分売不可）   

ISBN：4906330312 
SalesID：KS00000655 

ISBN：4906330320 
SalesID：KS00000656 

戦前・戦後篇　全38巻揃価格

同時アクセス1

（本体）
¥552,750

同時アクセス3

（本体）
¥1,105,500

同時アクセス１

（本体）

同時アクセス3

（本体）

¥125,400

¥250,800

同時アクセス１

（本体）

同時アクセス3

（本体）

¥128,700

¥257,400

同時アクセス１

（本体）

同時アクセス3

（本体）

¥143,550

¥287,100

同時アクセス１

（本体）

同時アクセス3

（本体）

¥155,100

¥310,200

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp

