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　公益財団法人モラロジー研究所は、倫理道徳の研究と社会教育を推進する

研究教育団体です。大正15（1926）年に法学博士・廣池千九郎が創立して以

来、一貫して人間性・道徳性を育てる研究・教育・出版活動を展開し、生涯

を通じて学びを深める「生涯教育」とともに、親から子へ、子から孫へと世

代を重ねて道徳性を育む「累代教育」を提唱しています。

　モラロジー（Moralogy）は、「道徳」を表すモラル（moral）と「学」を表す

ロジー（logy）からなる学問名です。日本はもとより世界の倫理道徳の研究

をはじめ、人間、社会、自然のあらゆる領域を考察し、人間がよりよく生き

るための指針を探求し提示することを目的とした総合人間学です。

　モラロジーでは、一人ひとりの幸せと心豊かな社会の実現には、人間の品

性を高める質のよい道徳の実行が必要だと考えています。一般に、道徳は

「人間の行為の規範」と理解されているように、行いや形式面が強調されがち

です。モラロジーでは、行いはもちろんですが、それ以上に行いのもとにな

る心のあり方（心づかい・考え方）を重視しています。

　関連法人の学校法人廣池学園（麗澤大学、麗澤中学・高等学校、麗澤瑞浪

中学・高等学校、麗澤幼稚園）では、モラロジー教育に基づく「知徳一体」の

建学の精神を基盤に、国際社会に貢献する人材の育成をめざしています。
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図書目録表示の見方（書籍情報の表示）

直 販

● 書籍内容の紹介

● ISBNコード
全世界共通の識別コードです。

● 書籍のサイズ、ページ数、販売価格

● 注文コード
出版部にて管理する書籍コードです。
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編著者名、話者名等が記載されます。

● 書籍名
サブタイトルを含む書籍名です。

家庭・学校・地域の親和がもたらす教育力──日本は
かつて、世界に冠たる教育立国であった。大計の再構
築は、その教育風土の再建から！ 大局を見据えた「教
室からの提言」。

教育は国家百年の大計
──私の教育改革試論
占部賢志　著
●四六判・191頁　定価　本体1,200円＋税

ISBN 978–4–89639–249–4　C0037　［2015］

555265

● Cコード
本の分類コードです。

● 発行年
書籍の初版発行年です。

書籍価格は消費税別の本体価格表示です。
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新　刊

拡大から縮小へ。画一から
多様へ。物質満足から精神
満足へ──。大転換期の今
こそ、強みと弱みの自覚を! 
100年先の未来を見据え、国
家再興・地域創成・産業の
戦略を探る。

モラロジー創建のころから
の門人である氏が、師・廣
池千九郎の『道徳科学の論
文』にかけた思いや、折々
の教訓について語る。昭和
36年7月の谷川幹部研修会
における講話。

モラロジー教育の草創期に
廣池千九郎の指導を受け、
全国各地での活動に尽力し
た人々が語る逸話を収録。
廣池の教育にかける思いと、
その感化を受けた門人たち
の情熱が蘇る。

とらわれを捨てたら苦しみ
が消えた──。“素直さ”を
身につけると、人生の新し
い扉が音を立てて開きはじ
める!　心穏やかに日々を送
るための実践提案。

幸福実感社会への転進

「誠」一字のために

廣池千九郎エピソード〈第6集〉
品性の感化力

素直な心に花が咲く
──苦境を乗り切る実践哲学

月尾嘉男　著

話・香川景三郎

モラロジー研究所出版部　編

池田繁美　著

●四六判・181頁　定価　本体1,200円＋税

●62分05秒　CD　定価　本体1,200円＋税

●新書判・118頁　定価　本体1,000円＋税

●四六判・247頁　定価　本体1,400円＋税

ISBN 978–4–89639–259–3　C0030　［2017］

［2017］

ISBN 978–4–89639–260–9　C0212　［2017］

ISBN 978–4–89639–258–6　C0012　［2017］

555339

701420

555342

555326直 販

社会・経済・経営

DVD・CD

モラロジー学習図書

人生・思想・文化

新　　刊

•　2



新　刊

モラロジーの最初の門人と
して終生、廣池千九郎の教
えを伝えることに尽くした
氏が、最高道徳の精神に近
づくための心得を語る。昭
和32年6月4日の伝統祭に
おける記念講演。

企業経営と人材育成のリー
ダーたちの名言を集めたシ
リーズ第4作。1日1頁の読
みきりで職場の朝礼や社員
研修にも最適。道経一体思
想を提唱した廣池千九郎に
よる経営指導のエピソード
2編も収録。

人間の精神生活は道徳に存
し、物質生活は経済に存し、
この両者は一体である──。
道徳経済一体思想の提唱
者・廣池千九郎の著作から

「三方よしの経営」の道標31
編を収録。和英対訳版。

占い──それは心を決めて
進むための道しるべ。われ
われは人としていかに生き、
いかに運命を開いていくべ
きか。東洋最古の古典が伝
える箴言を、英語・英文学
者が読み解く。

掃除道50年──凡事の徹底
により会社や業界を変革さ
せてきた著者。美しい日本
を取り戻すため、我々はい
かに生きるべきか。心づく
り・企業づくり・国づくり
への思いを語る。

最高道徳の精神

一日一歩『道経塾』名言集　Part4

道経一体のカレンダー
（壁掛・卓上兼用／31日分）

運命を開く　易経の知恵

凜とした日本人の生き方

話・中田　中

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

渡部昇一・中山　理　共著

鍵山秀三郎　著

●49分25秒　CD　定価　本体1,200円＋税

●B6判・40頁　定価100円（税込）

●定価　本体1,200円＋税

●四六判・210頁　定価　本体1,600円＋税

●B6変型判・119頁　定価　本体1,200円＋税

［2016］

［2017］

［2016］

ISBN 978–4–89639–256–2　C0010　［2016］

ISBN 978–4–89639–257–9　C0012　［2016］

701407

555313

190233

555307

555310

直 販

直 販

DVD・CD

社会・経済・経営

手帳・カレンダー

人生・思想・文化

人生・思想・文化
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家庭・学校・地域の親和がもたらす教育力──日本は
かつて、世界に冠たる教育立国であった。大計の再構
築は、その教育風土の再建から！ 大局を見据えた「教
室からの提言」。

明治時代の小学校教師が集めた「史実に基づく道徳教
育の題材」150話（全3巻）を完全復刻。巻之一には、
尋常小学校2年生に語り聞かせた「先人の生きる姿」
50編を収録。

先人の後ろ姿は、人の生きる道を教えてくれる ──。
明治の小学校教師が集めた「史実に基づく道徳教材」
を復刻。巻之二には尋常小学校3年生向けの逸話50編
を収録。

勤勉、誠実、感謝、友愛、国や郷土を愛する心……。
学ぶべきことは先人の足跡の中にある。明治21年、気
鋭の青年教師が編んだ「史実に基づく道徳教材」全3
巻、ここに完結！

国家の最重要課題となった教育再生。4人のオピニオ
ンリーダーが、誇りある日本人を育てる道徳教育のあ
り方を提言する。モラロジー研究所の「教育者研究会」
50年記念出版。

心を育てる月刊誌『ニューモラル』から、よりよく生
きるための366のヒントを精選。「主要語句索引」付き
で、朝礼のほか、各種スピーチや「道徳」の授業にも話
題を提供。

教育は国家百年の大計
──私の教育改革試論

新編小学修身用書　巻之一

新編小学修身用書　巻之二 新編小学修身用書　巻之三

日本再生と道徳教育
ニューモラル
心を育てる言葉366日

占部賢志　著 廣池千九郎　著

廣池千九郎　著 廣池千九郎 著

渡部昇一・梶田叡一・岡田幹彦・八木秀次　共著 モラロジー研究所出版部　編

●四六判・191頁　定価　本体1,200円＋税 ●A5判・131頁　定価　本体1,200円＋税

●A5判・171頁　定価　本体1,300円＋税 ●A5判・215頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・171頁　定価　本体1,200円＋税 ●新書判・400頁　定価　本体1,400円＋税

ISBN 978–4–89639–249–4　C0037　［2015］ ISBN 978–4–89639–237–1　C0337　［2014］

ISBN 978–4–89639–238–8　C0337　［2014］ ISBN 978–4–89639–240–1　C0337　［2014］

ISBN 978–4–89639–239–5　C0037　［2014］ ISBN 978–4–89639–226–5　C0037　［2013］

555265 592353

555178 555207

555181 555094

教育・家庭・健康

教育・家庭・健康•　4



教育・家庭・健康

1日1日をよりよく生きるための365のヒント集。人生
に迷ったとき、心の支えとなる1冊。朝礼やスピーチ
などの話題にもなり、贈り物にも最適。

心を育てる月刊誌『ニューモラル』の好評連載から24
の人生相談を精選し、内容をさらに充実。家庭・職場・
ご近所等で生じる問題の解決策を探りつつ、人生の歩
み方を考える。

私たちの命は“食”に支えられている──。予防医学
の先駆者として、人々を健康へと導いてきた著者が、
実例をもとに食生活のあり方を説く。栄養素の整った
食事レシピ付き。

38年間の教員生活を通して矛盾や挫折を味わいながら
｢真の教育｣ を追い求めてきた著者が語る､教育に携わ
るすべての人たちへの熱き応援メッセージ｡

延べ 50万人の子供たちを診てきたベテラン小児科医
が語る、子育ての要諦。新米パパ・ママ、おじいちゃ
ん・おばあちゃん、育児にかかわるすべての人におす
すめの1冊。

日常に起こるさまざまな悩みやトラブルに対して、ど
のような心づかいで対処すればよいかを、身近な事例
を挙げてわかりやすく説いた人生の指南書。

小中学校の子供の教育や大学での教員養成等を通して、
70年以上の教師生活を送ってきた著者。人生93年を経
た今、世の中の多くの人と学び合いたい「人間の本当
の生き方」を語る。

私たちが悩み、くじけそうになるとき、心の支えとな
るのは、家族の絆や地域社会とのつながり。「絆」をテ
ーマとした8編のニューモラル・ストーリー。

ニューモラル
心を育てる一日一話

心づかいQ&A
「今」を前向きに生きる

「正しい食生活」でつくる健康

再生！ 教師の「品性力」

親になる前から学びたい
安心の子育て塾

心づかいQ&A
感謝の心が人生を変える

子供と語り合う「道徳の時間」

ニューモラル読本
絆をはぐくむ

モラロジー研究所出版部　編

玉井　哲　著

佐藤和子　著

青木　靖　著

田下昌明　著

穂苅満雄　著

寺門光輝　著

モラロジー研究所出版部　編

●新書判・208頁　定価　本体1,000円＋税

●四六判・175頁　定価　本体1,200円＋税

●B5変型判・124頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・220頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・314頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・120頁　定価　本体900円＋税

●四六判・128頁　定価　本体1,000円＋税

●A5判・144頁　定価　本体1,200円＋税

ISBN 978–4–89639–030–8　C0037　［2000］

ISBN 978–4–89639–219–7　C0037　［2012］

ISBN 978–4–89639–216–6　C0077　［2012］

ISBN 978–4–89639–186–2　C0037　［2010］

ISBN 978–4–89639–223–4　C0037　［2012］

ISBN 4–89639–077–6
ISBN 978–4–89639–077–3　C0037　［2003］

ISBN 978–4–89639–213–5　C0037　［2012］

ISBN 978–4–89639–220–3　C0037　［2012］

553577

555049

555010

554794

555065

553822

555007

555052

5　•



既刊の『ニューモラル』から、親子のかかわりや家庭
教育についての物語8編を精選し、新たにマンガとイ
ラストを追加。喜び多き子育てへのヒントやアドバイ
スが満載。

『れいろう』創刊50年を記念して、「生きる力──家族
のきずなを考える」をテーマに開催したシンポジウム
を単行本化。家族の絆を確かめ、安らぎのある家庭を
築くための提言。

『ニューモラル』から20編を選び、徳目ごとにテーマ
を設定。教師向けに「指導の手引き」や実践報告、児
童・生徒の感想等を収録した。小・中学生の「道徳」授
業の補助教材。

子育てについて考え合うためのヒント集。親や教師は
子供とどう向き合えばよいのか。熱血教育者が問いか
ける、日本の子供の育て方についての「ドキュメンタ
ルメルヘン」。

長年、子供の問題を語る母親集会を主宰し、多くの母
と子に接してきた著者が綴る「感動の実話集」。わが子
への愛とまごころが、子供の豊かな感性と生きる力を
はぐくむ。

小学校高学年・中学校全学年対象の「道徳」授業の補
助教材。心を育てる月刊誌『ニューモラル』から24編
を選び、指導案、板書例や「指導の手引き」等を収録。

親子の絆の断絶によって起こる事件や「モンスターペ
アレント」の出現など、家庭や学校で跡を絶たない教
育の諸問題について、4人の教育者がそれぞれの教育
現場から語る。

子育てについての考え方を深めるためのヒント集。こ
こに収められた20編余のお話は、子供を教育するとは
どういうことなのかを読者に語りかける。

ニューモラル読本
親になるためのわくわく子育て

「家族」を考える
──小児科医・教師からの提言

ニューモラル
心をはぐくむ道徳教材　Vol.2

子供の挑戦　大人の出番

すばらしき母親の物語
──母と子の感動42編

改訂　ニューモラル
心をはぐくむ道徳教材24

家庭で教えること　学校で学ぶこと

子供の発信　親の決断

モラロジー研究所出版部　編

田下昌明・野口芳宏　共著

モラロジー研究所　編

野口芳宏　著

有吉忠行　著

モラロジー研究所　編

山極　隆・高橋史朗・宮田正義・竹政幸雄　共著

野口芳宏　著

●A5判・152頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・128頁　定価　本体900円＋税

●B5判・104頁　定価　本体1,000円＋税

●A5判・128頁　定価　本体1,300円＋税

●四六判・264頁　定価　本体1,500円＋税

●B5判・104頁　定価　本体1,000円＋税

●四六判・192頁　定価　本体1,200円＋税

●A5判・128頁　定価　本体1,300円＋税

ISBN 978–4–89639–182–4　C0037　［2010］

ISBN 978–4–89639–164–0　C0037　［2009］

ISBN 978–4–89639–173–2　C3037　［2009］

ISBN 978–4–89639–150–3　C0037　［2008］

ISBN 978–4–89639–177–0　C0037　［2009］

ISBN 978–4–89639–180–0　C3037　［2006］

ISBN 978–4–89639–157–2　C0037　［2008］

ISBN 978–4–89639–151–0　C0037　［2008］

554752

554597

100857

554484

554693

100872

554539

554471
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教育・家庭・健康

子供の脳・心・感性をどのように育てるのかを学ぶ「親
学」。胎児・乳幼児期における心の教育と親子の絆の深
め方について、さまざまな視点から述べる。

長年、がん治療の第一線で活躍してきた著者が、患者
一人ひとりの「いのちの輝き」に主眼を置き、心のケ
アにまで対応したトータル・ケア（全人的治療）を提言。

子供たちの問題行動とその背景にある「家庭」とのか
かわりについて具体的な事例を交えて紹介し、家庭で
子供の心を育てることの大切さを提示する。

「しっかり抱いて、下に降ろして、歩かせろ」。脳科学
に基づく子供とのかかわりの要点は、昔から伝わるこ
の言葉の中にあった。児童・思春期の親子の絆の深め
方を具体的に提言。

教育問題・児童文化の研究者であり、35年の教師生活
を送った著者が、心と心のふれあう感動によって育つ
子供との信頼関係を説く。

子供の豊かな心と人間性を育てるためには、親や教師
が手本を示すことが必要。道徳教育に携わる8名が実
践例を交え「心の教育」を具体的に説く。

人間をホリスティック（全体的）にとらえ、いのちと感
性を活かすホリスティック教育。いじめ、不登校を克
服し、一人ひとりを活かす、これからの教育のあり方
を提言。

親学のすすめ
──胎児・乳幼児期の心の教育

いのち輝け
──がんに学ぶ「こころ」と「からだ」

愛のエネルギーが子供を変える
──家庭で生かす心の教育

続・親学のすすめ
──児童・思春期の心の教育

感動が子どもを育てる

心を育てる教育

感性を活かすホリスティック教育

親学会　編　高橋史朗　監修

島村善行　著

渡辺晋三　著

親学会　編　高橋史朗　監修

大町　正　著

モラロジー研究所出版部　編

高橋史朗　著

●四六判・328頁　定価　本体1,600円＋税

●四六判・240頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・192頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・328頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・312頁　定価　本体1,800円＋税

●四六判・224頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・320頁　定価　本体1,600円＋税

ISBN 4–89639–092–X
ISBN 978–4–89639–092–6　C0037　［2004］

ISBN 978–4–89639–100–8　C0036　［2004］

ISBN 4–89639–024–5
ISBN 978–4–89639–024–7　C0037　［2000］

ISBN 4–89639–127–6
ISBN 978–4–89639–127–5　C0037　［2006］

ISBN 4–89639–070–9
ISBN 978–4–89639–070–4　C0037　［2002］

ISBN 4–89639–007–5
ISBN 978–4–89639–007–0　C0037　［1999］

ISBN 4–89639–050–4
ISBN 978–4–89639–050–6　C0037　［1996］

553951

554035

553548

554235

553791

553410

553650

深刻な「いじめ」や凶悪な事件を生み出している原因
を、数多くの新事実に基づく戦後教育の検証によって
解明。戦後教育の光と影を浮き彫りにした書。

検証・戦後教育
──日本人も知らなかった戦後50年の原点
高橋史朗　著
●四六判・304頁　定価　本体1,650円＋税

ISBN 4–89639–005–9
ISBN 978–4–89639–005–6　C0037　［1995］

553014
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小児科医50年以上の経験から、子育て真っ最中のお母
さんの心の持ち方を中心に、特にむずかしいといわれ
る2歳児の育児の大切さなどを明確に説く。

50年にわたって同和教育問題に取り組んできた著者
が、教育的視点から、国民的課題としての同和問題の
理解と克服の道を明らかにする。

職場は、そこで働く人にとっては生活の基盤である。
職場のあり方、人間関係、働くことの意味など、いろ
いろな問題について考える。

「うちの子にはやる気がない」と嘆いておられるお母さ
んに、乳幼児教育で最も大切なやる気を引き出す方法
をわかりやすく語る。

『ニューモラル』から親子・夫婦・家庭に関する話題を
精選して12編収録。幸せな家庭づくりのための親子・
夫婦のあり方、心づかいなどを具体的に展開。

対立、抗争のない心豊かな社会を築くためには、私た
ちは何をなすべきか。個人と社会の関係、個人の役割
など、さまざまな事例を取り上げ、具体的に考える。

やさしい子どもに育てたい

被差別部落と教育と宗教

ニューモラル選集 ②
明るい職場　働く喜び

8秒間のスキンシップ
──こうすれば子どもの“やる気”がひき出せる

ニューモラル選集 ①
親子の心　夫婦の心

ニューモラル選集 ③
社会に贈る豊かな心

内藤寿七郎　著

西元宗助　著

広池学園出版部　編

川合月海　著

広池学園出版部　編

広池学園出版部　編

●四六判・268頁　定価　本体1,400円＋税

●新書判・159頁　定価　本体796円＋税

●四六判・199頁　定価　本体777円＋税

●四六判・256頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・191頁　定価　本体800円＋税

●四六判・199頁　定価　本体800円＋税

ISBN 4–89639–022–9
ISBN 978–4–89639–022–3　C0037　［1984］

ISBN 4–89205–143–8
ISBN 978–4–89205–143–2　C0036　［1985］

ISBN 4–89205–339–2
ISBN 978–4–89205–339–9　C0037　［1986］

ISBN 4–89205–301–5
ISBN 978–4–89205–301–6　C0037　［1982］

ISBN 4–89205–364–3
ISBN 978–4–89205–364–1　C0037　［1986］

ISBN 4–89205–299–X
ISBN 978–4–89205–299–6　C0037　［1987］

553522

551528

552682

553238

553209

553212

人生や人間関係は、心の持ち方しだいで、よくも悪く
もなる。よい人生、よい人間関係を生むには心の持ち
方をどう切り替えたらよいかを考える。

人は、日々の生活の中でさまざまな恩恵を受けている。
その恩に報いることが人生をより意義のあるものにす
ることや、感謝の心づかいの大切さを考える。

ニューモラル選集 ⑤
幸せへのプラス発想

ニューモラル選集 ⑥
感謝の心で生きる

広池学園出版部　編 広池学園出版部　編
●四六判・199頁　定価　本体800円＋税 ●四六判・207頁　定価　本体777円＋税

ISBN 4–89205–359–7
ISBN 978–4–89205–359–7　C0037　［1988］

ISBN 4–89205–300–7
ISBN 978–4–89205–300–9　C0037　［1988］

553340 552947
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教育・家庭・健康

子供のやる気を引き出す教育が叫ばれる今、子育てに
おける親の役割は何か。子供は親の思いでどう変わる
か。それぞれの立場から親子のあり方を見直す。

家族、友だち、職場や地域の人々と共に生きている私
たち。私たちに生きる喜びをもたらし、人生を豊かに
するもの、それは与える心、愛する心であると提言。

ニューモラル選集 ⑦
親の思い　子の思い

ニューモラル選集 ⑩
生きる喜び　愛する心

広池学園出版部　編 広池学園出版部　編
●四六判・207頁　定価　本体777円＋税 ●四六判・199頁　定価　本体777円＋税

ISBN 4–89205–323–6
ISBN 978–4–89205–323–8　C0037　［1992］

※『ニューモラル選集』④、⑧、⑨は品切れです。

ISBN 4–89205–391–0
ISBN 978–4–89205–391–7　C0037　［1996］

552596 553069
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「国民の祝日」成立の背景にある先人の思いと、日本の
歴史・伝統・文化──。祝日制定の経緯に触れながら、
四季折々のならわし・しきたり等、現代に伝わる文化
を紹介する。

お母さんが輝けば家庭が輝く。女性が輝けば日本社会
をはじめ世界が輝く──。日本の魅力と大和撫子の力
を見つめる著者が、大好きな日本の仲間たちに贈るコ
ミック＆エッセイ。

知の巨人・渡部昇一氏と麗澤大学学長・中山理氏が、
古今の聖賢の格言等から「心を癒し、未来をひらく言
葉」の数々を掘り起こし、実体験を交えて語り合う。

「難解な古典」との親しみ方──きらめきを感じる「断
片」を味わい尽くせ！　英語学者と英文学者が中国古典
を題材として縦横無尽に語り合う、異色の『荘子』論。

充実した人生を送るには、「知」と「徳」を高める「学
び」が欠かせない。そのもととなるのがよき書籍との
出会い。二人の碩学が、生涯にわたって読書を行い、
学び続けることの大切さを説く。

国民の祝日と日本の文化 世界に輝く
ヤマトナデシコの底力

人間力を伸ばす珠玉の言葉
──箴（しん）は鍼（しん）なり

荘子に学ぶ　明鏡止水のこころ

読書こそが人生をひらく
──「少」にして学び、「壮」にして学ぶ

生方徹夫　著 ルース・ジャーマン・白石　著

渡部昇一・中山　理　共著

渡部昇一・中山　理　共著

渡部昇一・中山　理　共著

●新書判・127頁　定価　本体1,000円＋税 ●A5判・126頁　定価　本体1,300円＋税

●四六判・200頁　定価　本体1,500円＋税

●四六判・238頁　定価　本体1,600円＋税

●四六判・272頁　定価　本体1,400円＋税

ISBN 978–4–89639–254–8　C0039　［2016］ ISBN 978–4–89639–248–7　C0095　［2015］

ISBN 978–4–89639–211–1　C0012　［2011］

ISBN 978–4–89639–250–0　C0010　［2015］

ISBN 978–4–89639–188–6　C0095　［2010］

555294 555249

554981

555278

554807

人生・思想・文化

人生・思想・文化

地球の砂漠化は「人間の心の砂漠化」から！　世界の文
明に通じ、ユネスコで数々の画期的プロジェクトを手
がけてきた著者が、人類生存の道を拓く「新たな倫理」
を説く講演集。

未来を創る地球倫理
──いのちの輝き・こころの世紀へ
服部英二　著
●四六判・254頁　定価　本体1,600円＋税

ISBN 978–4–89639–234–0　C0012　［2013］

555136
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人生・思想・文化

世界諸聖人は何を考え、どう生きたのか？　その教説
と事蹟に一貫するものは？　モラロジーの創建者・廣
池千九郎の聖人研究を再検討し、人類の課題解決のヒ
ントを探る。

素直な心は、ものごとの本質をありのままに受け入れ、
自然の理法にかなった行為をする。素直さを習得し、
周囲から支持されながら、ものごとを成就させる要点
を語る。

海を渡った日本人たちが発揮した勤勉さや創意工夫、
団結力という特質は、“大河”となってブラジルに流れ
る──。困難に負けない日本人の姿は、勇気と希望を
与えてくれる。

北の大地・北海道の雄大な写真を織り交ぜながら、著
者がモラロジーの学びとみずからの体験を通して実証
した最高道徳に基づく人生観を綴った写真＆エッセイ
集。

伊東俊太郎・加地伸行・奈良康明・八木誠一・加来彰
俊という各分野の碩学が、孔子・釈迦・イエス・ソク
ラテスの教えや思想をわかりやすく紹介する。

著者の体験を踏まえ、自分のせまい経験や考え方から
離れ、ものごとを素直に受け入れていく「素心」の生
き方へといたる道筋を、わかりやすく述べる。

ブラジル移民百年の歩みの中で、日系人は「ジャポネ
ース・ガランチード──信頼される日本人」との評価
を得てきた。“信頼”を築いた日系ブラジル人を紹介し、
日本人の特性を明らかにする。

伊勢に生まれ伊勢に育った著者が、伊勢の神宮の伝統
的な神事を通して、歴代天皇に受け継がれている大御
心と日本人の魂の原点を語る。

いのちと愛の思想
──廣池千九郎の聖人研究の継承と発展

素心学要論

ブラジルに流れる
「日本人の心の大河」

北の大地からのメッセージ

聖人の思想とその現代的意義
──孔子・釈迦・イエス・ソクラテスに学ぶ

素心のすすめ

ジャポネース・ガランチード
──希望のブラジル、日本の未来

日本の心を伝える伊勢の神宮

竹内啓二　編著

池田繁美　著

丸山康則　著

辻井一男　著

モラロジー研究所道徳科学研究センター　編

池田繁美　著

丸山康則　著

山中隆雄　著

●A5判・228頁　定価　本体1,600円＋税

●四六判・348頁　定価　本体2,200円＋税

●四六判・304頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・80頁〈本文カラー〉　定価　本体1,200円＋税

●A5判・228頁　定価　本体1,600円＋税

●B6変型判・200頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・352頁　定価　本体1,700円＋税

●B6判変型・128頁　定価　本体1,200円＋税

ISBN 978–4–89639–193–0　C0012　［2010］

ISBN 978–4–89639–169–5　C0012　［2009］

ISBN 978–4–89639–208–1　C0022　［2011］

ISBN 978–4–89639–154–1　C0012　［2008］

ISBN 978–4–89639–178–7　C0012　［2009］

ISBN 978–4–89639–083–4　C0012　［2004］

ISBN 978–4–89639–179–4　C0022　［2009］

ISBN 978–4–89639–146–6　C0021　［2007］

554823

554613

554965

554526

554680

553880

554703

554422
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文化と経済の分野で世界の先頭を走る「世界最古の国」
日本。私たちは、日本をどれくらい知っているだろう
か。「日本」の真実を発見するための書。

すでに到来した超長寿社会。これからの人生をいきい
き生きるためには、自分の得意な能力を活用して、死
ぬまで世のため人のために尽くすことであると熱く語
る。

モラロジー教育に携わる筆者が、人との出会いや旅先
での感懐、日本や世界の出来事を通して、日本の教育、
家族や親子の絆、歴史教育などについて熱い思いを綴
る。

道徳実行によって、人生はどのように変わるか。1000
人以上から相談を受けてきた著者が、数々の事例を交
えながら、よりよく生きるためには道徳が必要である
ことを説く。

人はそれぞれの苦しみ、悩みの中から“悟りのタネ”
や自分なりの生き方のコツをつかみ得る。無料人生相
談の道に入って35年の著者が「あきらめずに生きてい
く」在り方を綴る。

人間は「考え方」に大きな影響を受けている。喜びの
多い人生をすごすためには、どのように「考え方」を
変えればよいのかを詳しく述べる。

日本の可能性
──神話と歴史が語る「飛躍と持続」

田中真澄のいきいき人生戦略

玲瓏のこころ
──歴史に学ぶ叡智

なぜ道徳は必要なのか

人生あきらめない
──無料人生相談の現場から

「考え方」を変える
──喜び多き人生を築く

高森明勅　著

田中真澄　著

廣池幹堂　著

岩田啓成　著

本多信一　著 望月幸義　著

●四六判・320頁　定価　本体1,600円＋税

●四六判・192頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・288頁　定価　本体1,600円＋税

●四六判・192頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・320頁　定価　本体1,600円＋税 ●四六判・328頁　定価　本体1,500円＋税

ISBN 978–4–89639–145–9　C0021　［2007］

ISBN 978–4–89639–139–8　C0011　［2007］

ISBN 978–4–89639–134–3　C0012　［2007］

ISBN 978–4–89639–124–4　C0012　［2006］

ISBN 4–89639–131–4
ISBN 978–4–89639–131–2　C0012　［2006］ ISBN 978–4–89639–108–4　C0037　［2005］

554419

554348

554306

554248

554280 554093

「人はなぜ勉強するのか」。この基本的な命題に対して、
著者は吉田松陰のひたむきな勉学の姿と、その大きな
志を通して“活きた学問・勉学”のあり方と重要性を
提言する。

人生という旅路にはいろいろなミチがあり、あらゆる
邂逅が人生を豊かにする。さまざまな人との出会いや
身近な出来事を通じて、人生という旅路を思索した珠
玉のエッセイ集成。

人はなぜ勉強するのか
──千秋の人　吉田松陰

あの道この径100話

岩橋文吉　著 所　功　著
●B6変型判・168頁　定価　本体1,000円＋税 ●四六判・240頁　定価　本体1,400円＋税

ISBN 978–4–89639–105–3　C0037　［2005］ ISBN 4–89639–097–0
ISBN 978–4–89639–097–1　C0095　［2004］

554064 554006

人生・思想・文化•　12



人生・思想・文化

日本の歴史を貫く伝統文化の本質を日本人自身がどう
とらえるかを考える書。日本文化の価値を感性という
視点から再評価し、今日の教育荒廃を改める道を示す。

死に場所を探す旅から、生き場所を探す旅への壮絶な
ドキュメンタリー。16歳で難病に冒された著者が、苦
しみとは、病とは、生きるとは何かを現代に問う。

歴史に学ぶとは偉大な先人の生き方に学ぶこと。世界
に誇りうる日本の先人9名について、モラロジー研究
所理事長・廣池幹堂がそれぞれの専門家と熱く語る。

日本文化と感性教育
──歴史教科書問題の本質

みちこ、笑ってごらん！
──いのち壊れて輝いて

世界に誇る日本人［廣池幹堂対談集］
──21世紀に伝えたい日本の心

高橋史朗　著

かとうみちこ　著

モラロジー研究所出版部　編
●四六判・184頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・272頁　定価　本体1,500円＋税

●四六判・272頁　定価　本体1,600円＋税

ISBN 4–89639–125–X
ISBN 978–4–89639–125–1　C0030　［2001］

ISBN 4–89639–045–8
ISBN 978–4–89639–045–2　C0036　［2001］

ISBN 4–89639–052–0
ISBN 978–4–89639–052–0　C0021　［2001］

554222

553634

553689
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敢為の精神と先進的経営システムをもって華々しく活
躍する近江商人たち。異郷の地で信頼を築く秘訣は

「三方よし」の精神にあった！　時を超えて生き続ける
商いの極意を説く。

企業永続の鍵を握るのは、各部門やプロジェクト・チ
ーム等、さまざまな場で活躍するリーダーたち。ビジ
ネスに関わるすべての人が持つべき力について考える
社員教育テキスト。

モラロジー研究所・日本道経会主催の経営セミナー用
テキスト。急速な環境変化の中で中小企業が生き残る
ための道は？　法学博士・廣池千九郎の道徳経済一体
思想が凝縮された1冊。

暮らしの中の身近な問題から医療・企業経営・宗教・
環境問題まで、社会が抱えるさまざまな問題について、
倫理道徳の観点から考察し、その問題の見方や対応に
ついて述べる。

社会人としての基本的なマナーや仕事に取り組む心構
えだけでなく、自他ともに価値ある人生を歩むための

「心の基礎力」の養成に重点を置いた、今までにない社
員教育テキスト。

近江商人と三方よし
──現代ビジネスに生きる知恵

企業永続のためのリーダー社員の人間力
──心とビジネス・スキルを鍛える心得帖

徳づくりの経営
──道経一体経営セミナー用テキスト

現代の倫理道徳Q&A

未来をひらく人間力
──「心を磨く」新入社員心得帖

末永國紀　著

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所道徳科学研究センター　編

モラロジー研究所　編

●四六判・319頁　定価　本体2,000円＋税

●B5判・152頁　定価　本体2,000円＋税

●A5判・112頁　定価　本体1,000円＋税

●A5判・336頁　定価　本体1,600円＋税

●B5判・96頁　定価　本体1,000円＋税

ISBN 978–4–89639–242–5　C0034　［2014］

ISBN 978–4–89639–202–9　C0034　［2011］

ISBN 978–4–89639–230–2　C0034　［2013］

ISBN 978–4–89639–205–0　C0012　［2011］

ISBN 978–4–89639–132–9　C0034　［2007］

555210

554910

100898

554936

100828

社会・経済・経営

倫理道徳では世界初の白書が登場。企業活動・医療・
カウンセリング・情報活動・環境分野の倫理道徳を解
説。すぐに役立つ各領域の「倫理綱領」も掲載。

倫理道徳の白書 Vol.1

モラロジー研究所道徳科学研究センター　編
●A5判・468頁　定価　本体2,800円＋税

ISBN 4–89639–113–6
ISBN 978–4–89639–113–8　C0012　［2006］

554148

社会・経済・経営•　14



社会・経済・経営

情報が氾濫する現代社会を倫理道徳の視点から読み解
く。「企業の社会的責任」「現代教師倫理」「ケアの倫
理」など最先端の研究成果を踏まえて、現代を理解す
る手がかりを提示。

『道経塾』誌から生まれた名言集の第2弾。31編の名言
には、経営と人生のヒントが満載。同書Part1未収録
の「三方よし」コラムも掲載。上島康男／渋澤健／塚
越寛／渡部昇一ほか27名収録。

『道経塾』誌編集者による特別編集版。企業経営者の皆
様が道経一体思想に基づく人づくりに役立てられるよ
う、現場で生きる心づかいを学べる具体的な事例を2
話収録。新人教育にも最適な1冊。

なぜ企業に不正が頻発するのか、だれが悪いのか。解
決策はどうすればよいのか。これらの疑問にCSR（企
業の社会的責任）研究の第一人者が的確に答える。

倫理道徳の白書 Vol.2

一日一歩『道経塾』名言集　Part2

社員の品性を高める
道経一体の仕事術

なぜ企業は
誠実でなければならないのか

モラロジー研究所道徳科学研究センター
倫理道徳白書委員会　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

髙　巖　著

●A5判・304頁　定価　本体1,800円+税

●B6判・40頁　定価100円（税込）

●B6判・36頁　定価200円（税込）

●B6変型判・128頁　定価　本体1,200円＋税

ISBN 978–4–89639–184–8　C0012　［2010］

［2011］

［2014］

ISBN 4–89639–121–7
ISBN 978–4–89639–121–3　C0034　［2006］

554778

554894

555165

554180

直 販

直 販

『道経塾』誌に過去登場した企業経営や人材育成のリー
ダーの言葉をまとめた。廣池千九郎の言葉とともに、
1日1ページ読み切り、31日分で1冊。稲盛和夫／野口
誠一／福原義春ほか26名収録。

企業経営・人材育成のトップリーダーによる珠玉の言
葉、31編を精選。モラロジーの創建者・廣池千九郎の
最高道徳の格言とともに1ページ読みきりで紹介。

廣池千九郎の言う「品性資本」を現代的視点から述べ
る。事業を拡大していくだけでなく、「日々の事業を通
して社会に役立ちたい」という使命感にあふれた経営
者に必読の書。

一日一歩『道経塾』名言集　Part1

一日一歩『道経塾』名言集　Part3

品性資本の経営
──品性資本定量化の試み

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所品性資本定量化開発室　編

●B6判・40頁　定価100円（税込）

●B6判・40頁　定価100円（税込）

●四六判・240頁　定価　本体1,500円＋税

［2009］

［2012］

ISBN 978–4–89639–128–2　C0034　［2006］

554726

555039

554251

直 販

直 販

繁栄する組織・顧客大満足・商売繁盛のヒント、やる
気を引き出す職場づくりなど、「人と組織を元気づける
ノウハウ」について、実例を交えて解説した書。

よみがえる「人」と「組織」
──カイゼンで仕事を10倍おもしろくする
松崎俊道　著
●B6判・232頁　定価　本体1,500円＋税

ISBN 4–89205–389–9
ISBN 978–4–89205–389–4　C0034　［1995］

553311
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二宮総本家の現当主が、金次郎自身が記した書簡や日
記から人生の軌跡を再現した画期的伝記。未発表の図
版や写真・資料を挿入し、金次郎の生涯を理解できる
略年譜も掲載。

歴代天皇が祖先の遺風や教訓を守りながら、“道義国家・
家族国家”を理想に掲げ、その実現に努力されたお姿
をわかりやすく解き明かす。天皇研究の入門書として
最適な1冊。

歴史学の立場から、皇室の伝統と日本文化をわかりや
すく解説した書。歴代天皇の特質、天皇の人生儀礼、
皇室の用語、国旗と国歌等について広い視野から説く。

明治天皇は、近代化に伴う日本の混迷を憂慮し、「教育
勅語」という指針を示された。“人として踏み行うべき
道”を求め、実践に努められる皇室のお姿を描き出す。

「国旗・国歌法」成立に至る経緯をはじめ、「日の丸」
「君が代」の歴史および象徴天皇の意義などを国際的・
教育的視点からわかりやすく説明する。

モラロジー研究所が行った「歴史に学ぼう、先人に学
ぼう」原稿募集における入選作品集。今日の日本人が
忘れかけている、勇気と誇り、利他の精神が甦る。

二宮金次郎正伝

歴代天皇の実像

皇室の伝統と日本文化

皇室に学ぶ徳育

国旗・国歌と日本の教育

「歴史に学ぼう、先人に学ぼう」第一集
語り継ぎたい日本人

二宮康裕　著

所　功　著

所　功　著

所　功　著

所　功　著

モラロジー研究所出版部　編

●A5判・352頁　定価　本体1,900円＋税

●四六判・256頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・336頁　定価　本体1,650円＋税

●A5判・344頁　定価　本体1,900円＋税

●四六判・208頁　定価　本体1,200円＋税

●四六判・224頁　定価　本体1,600円＋税

ISBN 978–4–89639–189–3　C0023　［2010］

ISBN 978–4–89639–163–3　C0021　［2009］

ISBN 4–89639–099–7
ISBN 978–4–89639–099–5　C0021　［1996］

ISBN 978–4–89639–214–2　C0012　［2012］

ISBN 978–4–89639–018–6　C0037　［2000］

ISBN 4–89639–095–4
ISBN 978–4–89639–095–7　C0321　［2004］

554810

554584

554022

554994

553481

553980

歴史・文学・法律

歴史・文学・法律
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日本人が本来持っている勇気と誇りと利他の精神につ
いて、世代を超えて考え、見つめ直す機会を与えてく
れる「歴史に学ぶ道徳教材」第二集。

私たちの豊かな社会は、先人・先輩の多大な努力によ
って築かれた。その努力の底にある先人の「志」を、
あらためて感得できる1冊。「歴史に学ぶ道徳教材」第
四集。

厳しい状況にあっても、不屈の精神で誠を尽くしたわ
が国の先人たち。その生涯に学ぶところは大きい。知
られざる先人の逸話の発掘を目的とした原稿公募事業
の入選作品集。

日本人のよき国民性を発揮した先人たちの魂の物語18
編を収録。幕末からの近現代の史実をもとに、みずか
らの「こころざし」に生きた日本人を生き生きと描く。

有名無名を問わず、郷土に伝わる史実を掘り起こして、
あらためて現代の視点から解釈した感動の作品集。「歴
史に学ぶ道徳教材」第三集。

幾多の困難に立ち向かい、世のため人のために尽くし
た、知られざる先人たちの姿を描く。日本人としての
誇りと気概を呼び覚ます「歴史に学ぶ道徳教材」第五
集。

新進気鋭の著者3名が「文化」「憲法」「歴史」の視点
から、大胆かつ冷静に日本再生への道を提言する。

日本人のよき国民性を発揮した先人たちの魂の物語。
みずからの「こころざし」に生きた日本人を、史料に
忠実に描ききった珠玉の17編を収録。

「歴史に学ぼう、先人に学ぼう」第二集
先人の勇気と誇り

「歴史に学ぼう、先人に学ぼう」第四集
志を貫いた先人たち

「歴史に学ぼう、先人に学ぼう」第六集
誠の道に生きる

歴史の「いのち」
──時空を超えて甦る日本人の物語

「歴史に学ぼう、先人に学ぼう」第三集
至誠に生きた日本人

「歴史に学ぼう、先人に学ぼう」第五集
慈愛と信念に生きた人

歴史と文化が日本をただす

続　歴史の「いのち」
──公に生きた日本人の面影

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

占部賢志　著

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

呉　善花・八木秀次・高森明勅　共著

占部賢志　著

●四六判・250頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・256頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・222頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・344頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・224頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・192頁　定価　本体1,700円＋税

●四六判・240頁　定価　本体1,400円＋税

●四六判・336頁　定価　本体1,700円＋税

ISBN 4–89639–114–4
ISBN 978–4–89639–114–5　C0321　［2006］

ISBN 978–4–89639–170–1　C0321　［2009］

ISBN 978–4–89639–236–4　C0321　［2013］

ISBN 978–4–89639–062–9　C0021　［2002］

ISBN 978–4–89639–137–4　C0321　［2007］

ISBN 978–4–89639–203–6　C0321　［2011］

ISBN 4–89639–082–2
ISBN 978–4–89639–082–7　C0030　［2003］

ISBN978–4–89639–115–2　C0021［2006］

554135

554626

555152

553759

554335

554949

553877

554151
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独自に収集・撮影した貴重な写真を提示しつつ、史実
に基づいて「日本人の真髄」を訴え続けた著者。先人
の足跡を丹念にたどり、世界と比較する公正な視点か
ら「日本の国柄」を鮮やかに浮かび上がらせる。

明治の指導者は、日本人として国家の独立を守るとと
もに、世界に通用する価値観を確立していた。福沢諭
吉、廣池千九郎など28名の生き方を再現する。

史実が語る日本の魂日本の近代化と精神的伝統

名越二荒之助　著モラロジー研究所　編
●B5判・80頁〈本文カラー〉　定価　本体1,400円＋税●A5判・647頁　定価　本体6,000円＋税

ISBN 978–4–89639–142–8　C0021　［2007］ISBN 4–89205–157–8
ISBN 978–4–89205–157–9　C3021　［1985］

554406551630

歴史・文学・法律•　18



幕末から昭和初期にかけての激動の時代、教育者・学
者・救済活動家として「人の生きる道」──道徳を探
究し続けた72年の生涯を綴る、ジュニア版の伝記。

モラロジーの原典『道徳科学の論文』に込められた廣
池千九郎の願い──それは世の人々が真に幸せな人生
を歩むこと。『論文』に基づく真正のモラロジー学習の
ための指南書。

廣池千九郎に大正時代より師事した中田中氏・松浦香
氏と、昭和10年の道徳科学専攻塾（麗澤大学の前身）
の開塾から教員として携わった宗武志氏・松浦興祐氏
が語る逸話を収録。

社会の諸課題に対し、その解決のための最高道徳実行
の指針を提示する。改訂を経て、モラロジーと最高道
徳の現代的意義をよりわかりやすく展開。モラロジー
学習の必読書。

廣池千九郎に大正時代より師事した人々（中田中／香
川景三郎・初音／松浦香）が語るエピソードを収録。
そこには人を温かく包み込む、慈父のごとき廣池の姿
が浮かび上がる。

モラロジーの創建者・廣池千九郎の姿を伝える逸話集。
第3集では、大正時代から昭和初期にかけて、事業経
営に関する指導を受けた人々が語るエピソードを収録。

生涯教育の先駆者
廣池千九郎物語

真に意味ある生きる道
──『道徳科学の論文』に学ぶ

廣池千九郎エピソード〈第2集〉
慈悲の心を伝える

改訂　テキスト　モラロジー概論

廣池千九郎エピソード〈第1集〉
誠の心を受け継ぐ

廣池千九郎エピソード〈第3集〉
道経一体への道しるべ

モラロジー研究所　編

松浦勝次郎　著

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

●A5判・111頁　定価　本体900円＋税

●四六判・262頁　定価　本体1,700円＋税

●新書判・126頁　定価　本体1,000円＋税

●A5判・198頁　定価　本体1,000円＋税

●新書判・126頁　定価　本体1,000円＋税

●新書判・117頁　定価　本体1,000円＋税

ISBN 978–4–89639–252–4　C8023　［2016］

ISBN 978–4–89639–243–2　C0012　［2015］

ISBN 978–4–89639–228–9　C0212　［2013］

ISBN 978–4–89639–246–3　C0012　［2015］

ISBN 978–4–89639–217–3　C0212　［2012］

ISBN 978–4–89639–235–7　C0212　［2013］

555281

555223

555107

100924

555023

555123

モラロジー学習図書

モラロジー学習図書
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モラロジーの研究と教育に専念しつつ、後進を育てる
ことに心を尽くした晩年の廣池千九郎。その身近に接
し、指導を受けた女性たちが語ったエピソードを収録。

倫理道徳の専門的研究と生涯学習の現場をつなぎ、モ
ラロジーの学習と最高道徳の実践に資する情報を提供。
廣池千九郎の「人間の真に安心ならびに幸福を得る方
法」等を収録。

モラロジーの学習と最高道徳の実践に資する情報を提
供。第3号では『テキスト　モラロジー概論』実践編の
5章から7章までのポイントを講師が解説する座談会
を収録。

新資料に加え、モラロジー・最高道徳の真髄に迫る資
料も続々復刻！　モラロジーの創建者、さらには半世紀
前の「教育者研究会」創設者の思いに触れる講義録も
必読の第5号。

モラロジーに基づく学校教育と社会教育を推進するた
め、昭和10年に開設された道徳科学専攻塾。教職員や
学生が語る逸話に、教育にかけた廣池千九郎の思いが
浮かび上がる。

モラロジーの学習と最高道徳の実践に資する情報を提
供。第2号からは『テキスト　モラロジー概論』の学習
の手引きとして、教材開発や講義の担当者によるポイ
ント解説を掲載。

モラロジーをより深く学ぶための学習資料。『テキスト 
モラロジー概論』のポイントを学ぶ座談会は今回で完
結。『検証・戦後教育』の高橋史朗氏による新連載も必
読の第4号。

モラロジーの創建者の人心救済への思いを伝える最晩
年の遺稿「更生の原理・方法及びその効果」を収録。
その他、モラロジー教育活動の留意点にも迫る学習者
必読の第6号。

廣池千九郎エピソード〈第4集〉
まごころを引き出す

モラロジー生涯学習資料　第1号

モラロジー生涯学習資料　第3号

モラロジー生涯学習資料　第5号

廣池千九郎エピソード〈第5集〉
心をはぐくむ学び舎

モラロジー生涯学習資料　第2号

モラロジー生涯学習資料　第4号

モラロジー生涯学習資料　第6号

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

●新書判・118頁　定価　本体1,000円＋税

●A5判・176頁　定価　本体1,500円＋税

●A5判・179頁　定価　本体1,500円＋税

●A5判・165頁　定価　本体1,400円＋税

●新書判・119頁　定価　本体1,000円＋税

●A5判・169頁　定価　本体1,500円＋税

●A5判・165頁　定価　本体1,400円＋税

●A5判・175頁　定価　本体1,400円＋税

ISBN 978–4–89639–244–9　C0212　［2015］

ISBN 978–4–89639–210–4　C0037　［2011］

ISBN 978–4–89639–229–6　C0037　［2013］

ISBN 978–4–89639–241–8　C0037　［2014］

ISBN 978–4–89639–247–0　C0212　［2015］

ISBN 978–4–89639–221–0　C0037　［2012］

ISBN 978–4–89639–231–9　C0037　［2013］

ISBN 978–4–89639–245–6　C0037　［2015］

555236

851500

851526

851542

555252

851513

851539

851555
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戦後70年の節目にあたり、引揚げ・シベリア抑留等、
体験者の貴重な証言を特集。モラロジー創建者の学校
教育への情熱を伝える講演録「人間教育における道徳
の価値」にも注目。

モラロジーと最高道徳を学ぶために必須の書『道徳科
学の論文』。その中から、身近で役に立つ、人生の指針
となる言葉を抽出。第一弾は『道徳科学の論文』第七
冊の内容。

『道徳科学の論文』第九冊（「最高道徳の大綱」を除く）
から、道徳実行や心づかいのヒントとなる言葉を抽出
し、新たなテーマで編集。『人生を拓く廣池千九郎の言
葉』の第三弾。

モラロジーとその内容である最高道徳の要点を紹介。
新たな道徳原理として、今日、人類社会が直面してい
る諸問題に対する処方箋を提言する。

小中学校における道徳の教科化に関して、専門家によ
る鼎談を収録。モラロジー創建者の思いを伝える「モ
ラロジー教育に関する基礎的重要書類（緒言〜第八条）」
も掲載。

『道徳科学の論文』第八冊の内容から、人間の精神活動
や最高道徳の実行などについての言葉をまとめた『人
生を拓く廣池千九郎の言葉』第二弾。

生きがいと喜びに満ちた人生を切り拓いていくために
必要なものは何か。日常生活における問題や課題に正
しく対処するための心づかいの指針を提言する。

モラロジーを系統的に学習するための、その基本的な
内容を示した解説書。すべての個人・民族・国家が共
存共栄の道を歩む普遍的な価値基準を提唱。

モラロジー生涯学習資料　第7号

人生を拓く 廣池千九郎の言葉〈第1集〉
──『道徳科学の論文』第七冊に学ぶ

人生を拓く 廣池千九郎の言葉〈第3集〉
──『道徳科学の論文』第九冊に学ぶ

総合人間学モラロジー概論
──互敬の世紀をひらく道徳原理

モラロジー生涯学習資料　第8号

人生を拓く 廣池千九郎の言葉〈第2集〉
──『道徳科学の論文』第八冊に学ぶ

心新たに生きる
──モラロジー生涯学習セミナー・テキスト

自他を生かす道
──「互敬の世紀」を拓く

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

●A5判・167頁　定価　本体1,400円＋税

●新書判・184頁　定価　本体1,200円＋税

●新書判・164頁　定価　本体1,200円＋税

●A5判・304頁　定価　本体1,800円＋税

●A5判・167頁　定価　本体1,400円＋税

●新書判・232頁　定価　本体1,300円＋税

●A5判・52頁　頒価270円（税込）

●A5判・112頁　定価　本体500円＋税

ISBN 978–4–89639–251–7　C0037　［2015］

ISBN 978–4–89639–155–8　C0212　［2008］

ISBN 978–4–89639–185–5　C0212　［2010］

ISBN 978–4–89639–143–5　C0012　［2007］

ISBN 978–4–89639–253–1　C0037　［2016］

ISBN 978–4–89639–171–8　C0212　［2009］

［2011］

ISBN 978–4–89639–043–8　C0012　［2001］

851568

554500

554765

554380

851571

554639

100885

100744

直 販
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モラロジー生涯学習講座用テキストとして、『自他を生
かす道』の内容をもとに新たに再編集。モラロジーを
系統的に学ぶための入門書として最適な1冊。

精神的および物質的生活の根本原理、先天的・後天的
原因を人類学的に考察した「道徳の学問的研究」の2
冊目。現代表記に改めて新たに刊行。第4章〜第6章。

人類の進化および退化の法則に関する考察、因襲的も
しくは普遍的道徳を解説した「道徳の学問的研究」の
4冊目。現代表記に改めて新たに刊行。第8章〜第11
章。

最高道徳の実行者、日本皇室の御聖徳および万世一系
について解説した「道徳の学問的研究」の6冊目。現
代表記に改めて新たに刊行。第12章・第7項〜第13章。

人類の安心、平和、幸福の実現をめざし、昭和初年の
諸科学の成果に基づいて著した「道徳の学問的研究」
の1冊目。現代表記に改めて新たに刊行。序文・緒言
／第1巻第1章〜第3章。

本能・知識・道徳・社会の構成・文明の性質および人
類の幸福の相互関係を考察した「道徳の学問的研究」
の3冊目。現代表記に改めて新たに刊行。第7章。

最高道徳の実行者について解説した「道徳の学問的研
究」の5冊目。現代表記に改めて新たに刊行。第12章・
第1項〜第6項。

最高道徳の原理・実質および内容を解説した「道徳の
学問的研究」の7冊目。現代表記に改めて新たに刊行。
第14章・第1項〜第9項。

道徳実行の指針
──モラロジー生涯学習講座テキスト

新版　道徳科学の論文②

新版　道徳科学の論文④

新版　道徳科学の論文⑥

新版　道徳科学の論文①

新版　道徳科学の論文③

新版　道徳科学の論文⑤

新版　道徳科学の論文⑦

モラロジー研究所　編

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

●B5判・96頁　定価　本体800円＋税

●A5判・370頁　定価　本体4,000円＋税

●A5判・332頁　定価　本体3,800円＋税

●A5判・434頁　定価　本体4,000円＋税

●A5判・241頁　定価　本体4,000円＋税

●A5判・280頁　定価　本体3,600円＋税

●A5判・354頁　定価　本体3,800円＋税

●A5判・426頁　定価　本体4,000円＋税

ISBN 978–4–89639–149–7　C0012　［2008］

ISBN 978–4–89639–028–5　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–183–1　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–072–8　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–089–6　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–102–2　C3312［1928］

ISBN 978–4–89639–009–4　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–064–3　C3312　［1928］

100831

200149

200264

200181

200136

200318

200280

200194
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最高道徳の原理・実質および内容を解説した「道徳の
学問的研究」の8冊目。現代表記に改めて新たに刊行。
第14章・第10項〜第32項。

廣池博士の学問上における経歴について解説した「道
徳の学問的研究」の10冊目。現代表記に改めて新たに
刊行。

1冊目の序文・緒言／第1巻第1章・第2章、7冊目の
全文（第14章・第1項〜第9項）、8冊目の全文（第14
章・第10項〜第32項）、9冊目の全文（第15章／第2
巻）を収録した携帯版。

第1巻の第2章（1冊目）・第14章（7〜8冊目）・第15
章（9冊目）の「内容のポイント」と「現代的視点から
の意義と留意点」を解説。『論文』に親しみ、理解を深
めるための補助資料。

最高道徳実行の効果に関する考察、最高道徳の大綱に
ついて解説した「道徳の学問的研究」の9冊目。現代
表記に改めて新たに刊行。第15章／第2巻。

道徳科学の論文 1冊目〜10冊目までの総目録・索引
（事項、人名、和文・欧文書名、成句、廣池千九郎関係
事項、写真・図表など）。現代表記に改めて新たに刊
行。

世界平和と人類の幸福実現の根本的方法を開示した
『道徳科学の論文』の英語版。第1冊（472頁）／序文・
緒言・第1巻第1章〜第7章（日本語版の1冊目・2冊
目・3冊目に該当）、第2冊（528頁）／第8章〜第13章

（日本語版の4冊目・5冊目・6冊目に該当）、第3冊
（592頁）／第14章〜第15章・第2巻（日本語版の7冊
目・8冊目・9冊目に該当）、索引（156頁）／索引と総
目録（日本語版の別巻に該当）。

新版　道徳科学の論文⑧

新版　道徳科学の論文⑩

携帯版『新版　道徳科学の論文』
（全4冊セット販売）

『新版　道徳科学の論文』を学ぶ

新版　道徳科学の論文⑨

新版　道徳科学の論文　別巻

TOWARDS　SUPREME　
MORALITY
── An Attempt to Establish 
　　THE NEW SCIENCE OF MORALOGY

英語版『新版　道徳科学の論文』
（全4冊セット販売）

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

モラロジー研究所　編

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著　モラロジー研究所　訳

●A5判・436頁　定価　本体4,000円＋税

●A5判・120頁　定価　本体2,000円＋税

●B6判　定価　本体10,000円＋税

●A5判・280頁　定価　本体1,200円＋税

●A5判・424頁　定価　本体4,000円＋税

●A5判・390頁　定価　本体4,175円＋税

●B5変型判　定価　本体38,000円＋税

ISBN 978–4–89639–166–4　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–187–9　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–048–3　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–075–9　C0012　［2003］

ISBN 978–4–89639–123–7　C3312　［1928］

ISBN 978–4–89639–224–1　C3312　［1928］

ISBN 4–89639–059–8
ISBN 978–4–89639–059–9　C3312　［2002］

200206

200222

200277

200305

200219

200235

200293
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少年期から教師、歴史学者を経て、新分野である東洋
法制史研究に取り組み、法学博士の学位を取得。また、
大患の体験を通して求道者としての道を歩むまで（明
治19年〜大正4年）。

『道徳科学の論文』謄写版印刷の完成により、モラロジ
ーの新造語ができた経緯と、昭和2年報恩協会設立を
はじめとする社会教育活動の開始について記す （大正
11年〜昭和4年）。

道徳科学専攻塾の開設など、最高道徳の世界に到達し
ていくための、血のにじむような苦闘と魂の遍歴が鮮
やかに描かれている（昭和8年〜昭和10年）。

明治・大正・昭和と生きたモラロジーの創建者・廣池
千九郎の日記の索引（事項・人名・資料・年譜）。

労働、社会および思想問題の解決のため全国各地を講
演旅行し、人心救済に尽力。さらに、大正8年にモラ
ルサイエンスの研究が本格化していく過程を描く（大
正5年〜大正10年）。

栃尾又温泉での大患、霧積温泉で幹部講習会の開催、
また政府要人に提言するなどの平和活動を展開し、モ
ラロジーの第二期建設時代を迎えた日記の第4巻（昭
和5年〜昭和7年）。

霊肉併済の場である谷川温泉の購入および建設、大穴
温泉で逝去するまでのすさまじい生き方を描く（昭和
11年〜昭和13年）。

『廣池千九郎日記』に収められている語句や人物等の中
から、最小限必要と思われる事項および特殊な用語を
取り上げて解説。『日記』研究のための必須参考書。

廣池千九郎日記①

廣池千九郎日記③

廣池千九郎日記⑤

廣池千九郎日記　別巻

廣池千九郎日記②

廣池千九郎日記④

廣池千九郎日記⑥

『廣池千九郎日記』用語解説

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

廣池千九郎　著

モラロジー研究所　編

●A5判・332頁　定価　本体4,000円＋税

●A5判・322頁　定価　本体3,800円＋税

●A5判・382頁　定価　本体4,000円＋税

●A5判・168頁　定価　本体2,913円＋税

●A5判・304頁　定価　本体3,500円＋税

●A5判・332頁　定価　本体3,796円＋税

●A5判・300頁　定価　本体3,500円＋税

●A5判・264頁　定価　本体2,233円＋税

ISBN 978–4–89639–107–7　C0323　［1985］

ISBN 978–4–89639–159–6　C0323　［1986］

ISBN 978–4–89639–153–4　C0323　［1987］

ISBN 4–89205–351–1
ISBN 978–4–89205–351–1　C0323　［1993］

ISBN 978–4–89639–036–0　C0323　［1986］

ISBN 978–4–89639–090–2　C0323　［1987］

ISBN 978–4–89639–027–8　C0323　［1988］

ISBN 4–89205–370–8
ISBN 978–4–89205–370–2　C0023　［1994］

210155

210254

210197

210212

210241

210184

210238

210225

モラロジー学習図書•　24



『れいろう』に8年間連載された「誠への軌跡」を1冊
にまとめた写真集。廣池千九郎の足跡を知ることは、
モラロジー創建に至るまでの廣池の苦労を偲ぶこと。

廣池千九郎の72年の生涯における学問的業績と魂の
軌跡と人間像を、時代背景やエピソードも交えて詳細
に描く。モラロジーの創建に対する熱い思いが伝わっ
てくる書。

『伝記　廣池千九郎』を学習する際の手引き書。各部ご
とに概観、学習のねらい、各章の要点などを示したほ
か、『伝記』の索引を収録。

廣池千九郎が遺した21の扁額および掲板を紹介し、そ
こに込めた思いを説明。墨跡を通して、千九郎の息づ
かいとその人格が感じられる1冊。

廣池の事跡を一話読み切りで紹介。『所報』に連載され
た「廣池博士シリーズ」を『伝記 廣池千九郎』の章立て
に沿って構成したもので、廣池の新たな側面が学べる
1冊。

『伝記　廣池千九郎』の英訳版。教育者、歴史家、文法
学者、東洋法制史ならびに神道の研究家を経て、新科
学モラロジーを創建していく廣池の全生涯を網羅。

モラロジーの創建者・廣池千九郎の著書や遺稿、遺品
をはじめ、恩師や交流のあった人々など、当時を物語
る写真と資料を通じて、千九郎の生涯を描く。

廣池千九郎の学問上の業績の一部を収録。中津歴史、
皇室野史、日本文法てにをはの研究、支那文典、東洋
法制史序論・本論、伊勢神宮と我国体、日本憲法淵源
論、ほか。

写真集　誠への軌跡
──廣池千九郎の足跡を訪ねて

伝記　廣池千九郎

『伝記　廣池千九郎』学習ガイドブック

扁額の教え
──廣池千九郎の人間教育

廣池千九郎の行迹77篇

CHIKURO　HIROIKE
── Father of Moralogy
　　（英語版『伝記　廣池千九郎』）

写真に見る
廣池千九郎の生涯

廣池博士全集
（全4巻セット販売）

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

廣池千九郎　著

●B5判・192頁〈本文カラー〉　定価　本体2,500円＋税

●A5判・736頁　定価　本体2,800円＋税

●B5判・88頁　定価　本体700円＋税

●B5判・64頁〈本文カラー〉　定価　本体1,200円＋税

●A5判・256頁　定価　本体1,600円＋税

●B5変型判・624頁　定価　本体5,600円＋税

●B5判・72頁〈本文カラー〉　定価　本体1,000円＋税

●A5判　定価　本体40,000円＋税

ISBN 978–4–89639–140–4　C0072　［2007］

ISBN 978–4–89639–056–8　C0023　［2001］

ISBN 4–89639–074–1
ISBN 978–4–89639–074–2　C0023　［2003］

ISBN 978–4–89639–175–6　C0071　［2009］

ISBN 4–89639–119–5
ISBN 978–4–89639–119–0　C0023　［2006］

ISBN 4–89639–098–9
ISBN 978–4–89639–098–8　C0023　［2005］

ISBN 978–4–89639–068–1　C0023　［2002］

ISBN 4–89639–063–6
ISBN 978–4–89639–063–6　C3332　［1937］

554364

553717

420099

100869

554193

554019

553762

100773
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『廣池博士全集』所載の論文をテーマに、その学問上の
位置や評価について、各界の権威が論評した小論10編
を収録。廣池千九郎の学問的業績の全容がわかる。

唐令（中国の古代の法律）の研究、日中両国の法律制
度の歴史的研究に不可欠な資料。その難解な本文に訓
点と補訂が施された貴重な学術書。

廣池千九郎の主な著作20点の中から、経済・経営に関
する資料を精選して収録したもので、モラロジーに基
づく道徳経済一体思想研究の必携書。

総合人間学モラロジーを創建した廣池千九郎の思想に
基づいて、アジア・アフリカ・欧米8か国の比較文明・
倫理道徳・教育哲学等の専門家が共有の道徳原理を探
求した3日間の記録。

わが国古代の律と中国唐代律との比較研究において、
律令学発達史の「時代を代表する書」として高く評価
された、律令研究に不可欠な資料。

モラロジーが提唱する経営理念の解説書。道徳と経済
は一体であるという理念に基づき、自分と相手と第三
者がすべて善となる考え方・方法を提示。

教育人間学の泰斗・故下程勇吉教授が、モラロジーの
創建者・廣池千九郎の精神的軌跡と、その学問的業績
を日本の精神史の中に位置付けた論考を中心に編集し
た書。

時代を経ても変わらない聖人の教えを端的に表現した
格言は、危機と混乱の現代社会に生きる人々に、確固
とした心のよりどころを与える。

生誕百年 
廣池博士記念論集 増補版

大唐六典（再版）

廣池千九郎著作抜粋集
道徳経済一体思想　増補版

2009年モラルサイエンス国際会議報告
廣池千九郎の思想と業績
──モラロジーへの世界の評価

倭漢比較律疏

三方善の経営

廣池千九郎の人間学的研究

最高道徳の格言

内田智雄　編

廣池千九郎　訓点・内田智雄　補訂

モラロジー研究所　編

岩佐信道・北川治男　監修

廣池千九郎　編纂・内田智雄　纂修
解題 ･ 利光三津夫

モラロジー研究所　編

下程勇吉　著

モラロジー研究所　編

●A5判・496頁　定価　本体2,495円＋税

●B5判・564頁　定価　本体10,680円＋税

●A5判・800頁　定価　本体7,600円＋税

●A5判・472頁　定価　本体3,200円＋税

●B5判・553頁　定価　本体15,000円＋税

●A5判・224頁　定価　本体1,000円＋税

●A5判・376頁　定価　本体2,000円＋税

●A5判・166頁　定価　本体800円＋税

ISBN 4–89205–013–X
ISBN 978–4–89205–013–8　C3032　［1967］

ISBN 4–89205–224–8
ISBN 978–4–89205–224–8　C3032　［1973］

ISBN 978–4–89639–047–6　C0034　［1994］

ISBN 978–4–89639–195–4　C0012　［2010］

ISBN 4–89205–074–1
ISBN 978–4–89205–074–9　C3032　［1980］

ISBN 978–4–89639–044–5　C0034　［2001］

ISBN 4–89639–101–2
ISBN 978–4–89639–101–5　C3012　［2005］

ISBN 978–4–89639–014–8　C0012　［1984］

550237

552091

100760

554852

551049

100757

554048

100661
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未公開の廣池千九郎の遺稿をはじめ、数多くの門人か
ら寄せられた聞き書きなどの中から、具体的な実践へ
の指標となる金言約500編を収録。

廣池千九郎の数多くの書の中から、52点を選んで収録。
折に触れて揮毫した最高道徳の精神を表す書に、わか
りやすい道徳実行の指針を加えている。

廣池千九郎が著した東洋法制史関係の遺著。「東洋法
制史序論」「中国古代親族法の研究」「中国喪服制度
の研究」「韓国親族法における親等制度の研究」を所
収。

晩年の廣池千九郎に書生として仕えた著者が、当時、
仕事の合い間にメモした貴重な資料をもとに、廣池千
九郎の人心救済への努力の姿を描く。

心と身体を共に救いたいとの悲願をこめて、谷川講堂
を開設した最晩年の廣池千九郎。その姿を、40年にわ
たって谷川温泉とともに歩んできた著者が語る。

改訂　廣池千九郎語録

和英対訳　八面玲瓏
──廣池千九郎の遺墨と最高道徳の世界

東洋法制史研究

随行記録　晩年の廣池千九郎博士
（オンデマンド版）

最高道徳心を育てる
──広池博士と谷川温泉（オンデマンド版）

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

廣池千九郎 著・内田智雄　校訂

井出　大　著

鷲津邦正　著

●B6判・276頁　定価　本体1,500円＋税

●A4判・128頁　定価　本体4,854円＋税

●A5判・705頁　定価　本体11,650円＋税

●四六判・344頁　定価　本体1,900円＋税

●四六判・249頁　定価　本体1,800円＋税

ISBN 978–4–89639–168–8　C0023　［1977］

ISBN 4–89205–317–1
ISBN 978–4–89205–317–7　C0012　［1992］

創文社発行の書籍を当出版部が取り扱っています。

［1989］

［1984］

100839

552583

590523

554781

555149

直 販

直 販

直 販

モラロジー学習図書

20歳前より廣池千九郎に随行した著者が、「言外の真
理」ともいうべき最高道徳の要諦にかかわる内容を中
心に、廣池千九郎の指導を忠実に再現している。

モラロジーの創建のころから廣池千九郎に師事した「最
初の門人」である著者が、師から受けた指導や自身の
体験等に基づき、モラロジーと最高道徳の要諦を解き
明かす。

随行記録　廣池千九郎博士の教え

改訂　最高道徳の帰着点
（オンデマンド版）

井出　大　著

中田　中　著

●四六判・286頁　定価　本体1,400円＋税

●A5判・321頁　定価　本体2,200円＋税

ISBN 978–4–89639–126–8　C0012　［1994］

［1978］

554219

555194 直 販

モラロジーの原典としての『道徳科学の論文』を著し、
これに基づいて生涯教育を展開するための学びの場を
開いた廣池千九郎。その人間像と、後世に託した思い
を探求する。

廣池千九郎の遺志

井出　元　著
●四六判・304頁　定価　本体1,700円＋税

ISBN 978–4–89639–204–3　C0023　［2011］

554923
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人類の安心と幸福のために、「道徳科学（モラロジー）」
と「最高道徳」の構築に生涯を貫いた廣池千九郎。そ
の学究と求道の生涯を詳述する。

浄土真宗の信仰厚く、その影響を受けた廣池千九郎の
父・半六翁による「道行き咄」。本書を通じて千九郎の
信仰心の源泉にふれることができる。

廣池千九郎と苦楽を共にした春子夫人が、過ぎし50年
の思い出を語ったもの。あらゆる窮乏に耐え抜いてき
た夫妻の姿が生き生きと描かれている。

廣池千九郎の思想と生涯
（オンデマンド版）

浄土往生記

思ひ出
（オンデマンド版）

井出　元　著

廣池半六　著

廣池春子　著

●A5判・360頁　定価　本体2,000円＋税

●A5判・22頁　定価　本体300円＋税

●A5判・66頁　定価　本体800円＋税

［1998］

ISBN 4–89205–403–8
ISBN 978–4–89205–403–7　C1015　［1934］

［1948］

554664

100658

100911

直 販

直 販

モラロジー学習図書

昭和17年、東亜専門学校（麗澤大学の前身）に入学し
て以来、モラロジーの研究に邁進し、その研究・教育
活動をリードしてきた著者が、これまで述べてきた諸
論説を精選。

師の心を求めて

大澤俊夫　著
●A5判・376頁　定価　本体2,000円＋税

ISBN 4–89639–104–7
ISBN 978–4–89639–104–6　C0012　［2005］

554077

廣池千九郎の「人生の転機」を、その内面における精
神的な高まりを中心にとらえ、廣池千九郎の人間性を
浮き彫りにする。

東洋法制史研究の第一人者である著者が、廣池千九郎
の学問研究の態度や思想の特色、さらにその人間像を
浮き彫りにしつつ、学問的業績を明らかにする。

体と心をあわせ救おうとして開設された谷川温泉は、
どのようにして建設されたか。廣池千九郎の人類救済
の悲願を述べながらその由来を語る。

一人ひとりが心豊かに喜びをもって生きるためには、
どうしたらよいか。私たちの「よく生きる力」につい
て、廣池千九郎の生き方と著者自身の体験を交えて説
く。

人生の転機
──廣池千九郎の生涯

先学のあしあと

新装版　谷川温泉の由来
──廣池博士の思い出

よく生きる力
──きずなの回復と創造

井出　元　著

内田智雄　著

モラロジー研究所出版部　編

松浦勝次郎　著

●四六判・296頁　定価　本体1,400円＋税

●A5判・286頁　定価　本体2,495円＋税

●四六判・200頁　定価　本体1,000円＋税

●四六判・256頁　定価　本体1,400円＋税

ISBN 978–4–89639–046–9　C0023　［1995］

ISBN 978–4–89205–073–2　C0023　［1980］

ISBN 4–89639–013–X
ISBN 978–4–89639–013–1　C0023　［1967］

ISBN 4–89205–406–2
ISBN 978–4–89205–406–8　C0012　［1997］

553647

551023

500232

553241
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「社会の木鐸」を志し、次世代の育成や地域行政の発展
に長年取り組んだ著者が、夫婦二人三脚で歩んできた

「モラロジーに生きる」人生。

12名の筆者が、体験を交えながら『道徳科学の論文』
や『最高道徳の格言』の一節を紹介し、廣池千九郎の
思想とモラロジーをわかりやすく解説する。

長年、経営の第一線に携わっている著者が、経営と人
生について述べた書。経営者に必要なものは道徳であ
り、社員の見本とならなければならないと力説する。

積善の家をめざして

わが人生の指針
──モラロジーに生きる

企業の永続と発展
──人づくりの経営をめざす

山沢修白　著

モラロジー研究所出版部　編

十川照延　著

●四六判・128頁　定価　本体1,000円＋税

●四六判・128頁　定価　本体1,000円＋税

●四六判・120頁　定価　本体900円＋税

ISBN 978–4–89639–196–1　C0012　［2011］

ISBN 978–4–89639–161–9　C0012　［2008］

ISBN 978–4–89639–136–7　C0095　［2007］

554865

554568

554319

モラロジー学習図書

「若者は日本再建の情熱を持て！」という師のひと言に
心を動かされ、モラロジーと共に歩んで六十余年。み
ずからを生かし、導いてくれた諸恩人への感謝と、後
世への思いを綴る。

昭和10年、麗澤の第一期生として入学し、その後75年
にわたり教育一筋に歩んできた筆者。創立者の思い出
や、麗澤教育に受け継がれる精神を綴る。

昭和22年、復員後モラロジーが縁で結婚し前田家に入
籍した著者が、その半生を振り返りながら、親から学
ぶ親孝行の大切さと「累代教育」の喜びを語る。

心づくりの旅
──反省・感謝・祈りの日々

受け継がれる心
──麗澤草創期の思い出

親孝行最優先

永冶千冬　著

宮島達郎　著

前田三作　著

●四六判・136頁　定価　本体1,000円＋税

●四六判・152頁　定価　本体1,300円＋税

●四六判・128頁　定価　本体900円＋税

ISBN 978–4–89639–206–7　C0012　［2011］

ISBN 978–4–89639–181–7　C0037　［2010］

ISBN 978–4–89639–158–9　C0012　［2008］

554952

554739

554542

昭和6年、著者の父・矢野浩蔵氏が廣池千九郎に出会
う。爾来、人心救済に尽力してきた浩蔵氏の姿を通し
て、廣池の指導やモラロジー活動のあり方を語る。

67年前、モラロジーの教学に接した著者が、廣池千九
郎をはじめ、諸先輩方から直接指導を受けたエピソー
ドを交え、諸伝統の扶育の大恩に対する感謝報恩につ
いて語る。

伝統に学ぶ道
──人生を拓く累代教育

扶育の大恩に感謝して

矢野悦蔵　著 加藤芳三　著
●四六判・120頁　定価　本体900円＋税 ●四六判・120頁　定価　本体900円＋税

ISBN 4–89639–109–8
ISBN 978–4–89639–109–1　C0095　［2005］

ISBN 4–89639–093–8
ISBN 978–4–89639–093–3　C0012　［2004］

554106 553964
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モラロジーとの出会いによって、みずからの運命を自
覚し、その改善に邁進してきた著者の体験を詳述。人
生の悲哀と救済の意味をわかりやすく説く。

人生の旅は、家庭に始まり家庭に終わる。私たち自身
の幸福も、家庭を基盤として実現される。特にこれか
らの社会における女性に役割の重要性を明らかにする。

『モラロジー概説』の英訳本。原則として日本語版の忠
実な英訳であるが、巻頭に「西洋人読者への覚書」等が
加えられた、英語圏読者への格好のモラロジー解説書。

徳をつくる生き方
──人生の悲哀と救済

美しい心、輝きのある人生

AN OUTLINE OF MORALOGY
── a new approach to moral science
　　（英語版『モラロジ−概説』）

砂田義雄　著

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

●四六判・136頁　定価　本体900円＋税

●四六判・272頁　定価　本体800円＋税

●B5変型判・204頁　定価　本体2,300円＋税

ISBN 4–89639–071–7
ISBN 978–4–89639–071–1　C0037　［2002］

ISBN 4–89639–049–0
ISBN 978–4–89639–049–0　C0012　［1988］

ISBN 4–89205–302–3
ISBN 978–4–89205–302–3　C0012　［1987］

553803

553663

100687

モラロジー学習図書

国民的課題である同和問題を解決するためには、一人
ひとりの人間を尊重することが大切であることを、『モ
ラロジー概説』の視点から解説する。

民主主義社会と同和教育
──『モラロジー概説』に基づく同和学習資料
モラロジー研究所　編
●A5判・188頁　定価　本体825円＋税

ISBN 4–89205–252–3
ISBN 978–4–89205–252–1　C0037　［1984］

552215

モラロジーとの出会いをきっかけに、運命の改善に尽
力した著者の心の軌跡を詳述。モラロジー教育活動に
おける数々の体験を踏まえ、伝統報恩と道徳実行の大
切さを訴える。

長年、学校教育と社会教育に携わった著者が、これま
での体験を通して、明るい家庭・社会づくりのヒント
や報恩の大切さについてまとめた書。

恩に報いる心

感謝と報恩の心をつくる

桑山貞義　著

松本直義　著

●四六判・120頁　定価　本体900円＋税

●四六判・128頁　定価　本体900円＋税

ISBN 4–89639–081–4
ISBN 978–4–89639–081–0　C0095　［2003］

ISBN 4–89639–061–X
ISBN 978–4–89639–061–2　C0037　［2002］

553851

553746

平成19年10月に開催された「モラロジー女性クラブ全
国大会2007」の分科会の講演内容を収録。心豊かな家
庭生活を営むヒントやモラロジー学習に役立つ内容が
満載。

モラロジー女性クラブ全国大会2007
分科会記録集
モラロジー研究所　編
●A5判・208頁　定価　本体900円＋税

ISBN 978–4–89639–148–0　C0037　［2008］

554468

点字版の『モラロジー概説』。

改訂　モラロジー概説
（点字本）
モラロジー研究所　編
●A5判・208頁　定価　本体2,000円＋税

100463 直 販
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「人権教育」という広い視点に立って、より一層モラロ
ジーの学習と人権学習を進めていけるように構成した
研修用資料。

人権学習ノート

モラロジー研究所　編
●B5判・99頁　定価　本体398円＋税

420057 直 販

モラロジー学習図書 31　•



日本国民の総氏神として敬愛され続ける伊勢の神宮は、
20年ごとの式年遷宮を1300年以上も繰り返してきた。
現代の碩学がその歴史を繙きつつ「日本の心」を解き
明かす。

日本の紛争事例研究を通してわかるのは、当事者が相
手方の「誠意ある対応」と「納得のいく解決」を求め
ていること。利害や価値観などが多様化する現代の紛
争解決法を考える。

大学で教鞭を執る著者が、現代の若者が抱える悩みや
問題点を的確に指摘しながら、これからの学校教育で
重要なテーマとなる道徳教育、すなわち品性教育につ
いて語る。

“卓越せる師を持つ者は、終生道を求めて留まることな
し”。長年にわたり、稀世の教育哲学者・森信三氏から
直接に教えを受け、氏を人生の師と仰ぐ著者の求道遍
歴。

近年、広く知られるようになった発達障害。その予防
には日本の伝統的な子育てが有効であることを、発達
心理学や脳研究の科学的知見から述べる。

突然の失明によって失意のどん底に陥った著者が、困
難の末に新たな人生を切り拓いた体験をもとに、人生
の深い意味について語る。

お伊勢さんの式年遷宮と廣池千九郎

紛争解決のあり方を考える
──日常世界と法の世界の架橋を求めて

品性は生きる力
──生存の基盤を培う教育

人は終生の師をもつべし

脳科学から見た日本の伝統的子育て
──発達障害は予防、改善できる

人生の光を求めて

所　功　著

吉田　勇　著

北川治男　著

寺田一清　著

高橋史朗　著

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・96頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

ISBN 978–4–89639–233–3　C0314　［2013］

ISBN 978–4–89639–198–5　C0332　［2011］

ISBN 978–4–89639–165–7　C0337　［2009］

ISBN 978–4–89639–197–8　C0332　［2011］

ISBN 978–4–89639–194–7　C0337　［2010］

ISBN 978–4–89639–162–6　C0337　［2008］

555110

554881

554600

554878

554849

554571

生涯学習ブックレット

生涯学習ブックレット

菅野倖信　著
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「A級戦犯」合祀はどのような経緯で行われ、いつから
問題となったのか。靖国問題の権威である著者が問題
の核心をつき、解決に向けた方策を述べる。

伊勢の神宮で20年ごとに行われる式年遷宮はどのよう
なものか。また、その意義と根本精神とは？　神宮に
奉職後、神道祭祀の研究に長年携わってきた著者が、
その真髄を説く。

戦後、日本の教育はどのように変わり、今、必要とさ
れているのは何なのか。教師として、長年学校教育に
携わってきた著者が、自身の経験を通して学校教育と
家庭教育について語る。

長年、教育者として学校教育に情熱を傾け、同和問題
の解決に尽力してきた筆者が、モラロジーを通じて、 

「ほんまもん」 の生き方を求め続けてきた半生を語る。

子供が親に求めていること──それは「強い保護」。親
は常に子のそばにいて、子とのやり取りの中で成長を
促す必要があり、子の心身の発達の段階ごとに適切な
対応が求められる。

明るく楽しい人生を送る秘訣は、自分の周りの人たち
を明るく楽しくさせること。明るく楽しい人に囲まれ
れば、必ず自分にも大きな幸せが訪れる。

「一隅を照らす」を座右の銘とする著者が、求道心、学
ぶこと、与えることの大切さ、特に今日の慈眼施・ア
イバンク運動の意義を切々と語る。著者のテレフォン
説法も収録。

西濃運輸の田口利八名誉会長の教えから頭を丸めた著
者が、その後、モラロジーに出会って感激し、以来、
人心開発と伝統報恩に努めてきた求道の半生を切々と
語る。

いわゆる「A級戦犯」合祀と
靖国問題について

伊勢の式年遷宮
──皇室における祖先祭祀の精神

縦の教育、横の教育

「ほんまもん」の生き方を求めて
──低い心をめざした教育者の軌跡

子育ての出発点
──胎児からの人格づくり

喜びの生き方塾

一隅を照らす

道徳は実行がいのち
──私の求道の半生

大原康男　著

中西正幸　著

野口芳宏　著

大江　卓　著

田下昌明　著

松岡　浩　著

勸山　弘　著

澤田栄作　著

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・68頁　定価　本体600円＋税

ISBN 978–4–89639–160–2　C0395　［2008］

ISBN 978–4–89639–147–3　C0314　［2007］

ISBN 978–4–89639–133–6　C0337　［2007］

ISBN 4–89639–111–X
ISBN 978–4–89639–111–4　C0312　［2005］

ISBN 978–4–89639–152–7　C0337　［2008］

ISBN 978–4–89639–141–1　C0312　［2007］

ISBN 4–89639–130–6
ISBN 978–4–89639–130–5　C0312　［2006］

ISBN 978–4–89639–094–0　C0312　［2004］

554555

554435

554293

554122

554497

554377

554264

553977
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国家として2000年以上も存在し続けている日本。その
「有り難さ」を再確認し、「日本を一つの大きな家族的
国家として建設する」という建国の理想に思いをめぐ
らす。

子供の問題行動に苦しむ人や、死を直前に迎えた人の
心の葛藤を紹介しながら、人間にとって家族の「愛」が
いかに大切であるかを説く。

ベテラン・カウンセラーが、多くの臨床事例をもとに、
人が生きていくために必要なストローク（ふれあい）の
要点について、具体例を挙げて説く。

遺伝子研究の第一人者が、遺伝子の驚異的な働きを紹
介しながら、潜在的に眠っているよき遺伝子を目覚め
させるヒントは心づかいにあることを説く。

保守主義の立場から旺盛な言論活動を行う著者が、生
命の連続性、世代の継承、国家の連続性という「国家
の縦軸」の視点から、日本の教育・家族・道徳につい
て提言する。

松下政経塾の塾頭として、長年、若者を育ててきた著
者が、さまざまな出会いとみずからの体験を通して、
一流の人間を育てる秘訣を語る。

幸せになったから感謝の心がわくのではなく、感謝の
心を持つから幸せになる。“凡事徹底”の具体的な実践
内容と、そこに流れる人生観の要諦を紹介する。

激変していくこれからの社会を生きぬくには、どうす
ればよいか。著者は豊かな経験を通じて、さまざまな
倫理道徳を検討し、考え方を変えるヒントを提示する。

日本の建国と発展の原動力

家族をはぐくむ「愛」の贈りもの

人を育てる「愛のストローク」
──無条件のふれあいで子どもは変わる

いのちの素晴らしさ
──あなたの遺伝子が目覚めるとき

国家再生の哲学

人間として一流をめざす
──心を育てる教育とは何か

凡事徹底が人生を変える

考え方を変えるヒント

所　功　著

鈴木秀子　著

杉田峰康　著

村上和雄　著

八木秀次　著

上甲　晃　著

鍵山秀三郎　著

永安幸正　著

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・64頁　定価　本体600円＋税

●A5判・48頁　定価　本体400円＋税

ISBN 4–89639–096–2
ISBN 978–4–89639–096–4　C0321　［2004］

ISBN 978–4–89639–086–5　C0312　［2004］

ISBN 978–4–89639–060–5　C0011　［2002］

ISBN 978–4–89639–025–4　C0330　［2000］

ISBN 4–89639–091–1
ISBN 978–4–89639–091–9　C0330　［2004］

ISBN 978–4–89639–069–8　C0337　［2002］

ISBN 978–4–89639–051–3　C0337　［2001］

ISBN 4–89639–016–4
ISBN 978–4–89639–016–2　C0337　［1999］

553993

553906

553733

553535

553948

553788

553676

553478

生涯学習ブックレット•　34



大澤氏は真の自己反省の核心である「見畏む心」につ
いて、山本氏は人間の救われる道としての「慈悲・愛
の心」について述べる。

平成11年6月の「伝統の日」における講演要旨。山中
氏は、国の伝統と日本文化における伊勢神宮の意味に
ついて、欠端氏は廣池千九郎の事跡について述べる。

平成12年「伝統の日」での講演を収録。廣池千九郎と
道徳科学の成り立ちを井出氏が、生かされていること
の恩恵を長畑氏が語る。

畏れる心／覚悟と目標
──モラロジー研究所創立75周年記念
　　「伝統の日」記念講演

廣池千九郎と伊勢神宮／
廣池千九郎博士を偲ぶ

道徳科学の生命／生かされて生きる

大澤俊夫／山本恒次　著

山中隆雄／欠端　實　著

井出　元／長畑恵美　著

●A5判・48頁　定価　本体400円＋税

●A5判・40頁　定価　本体400円＋税

●A5判・52頁　定価　本体400円＋税

ISBN 4–89639–053–9
ISBN 978–4–89639–053–7　C0012　［2001］

ISBN 4–89639–012–1
ISBN 978–4–89639–012–4　C0312　［1999］

ISBN 4–89639–031–8
ISBN 978–4–89639–031–5　C0012　［2000］

553692

553452

553580

生涯学習ブックレット 35　•



明るく幸せな家庭を築き、よい子を育てるには、どの
ような考え方・方法で努力すればよいのか。特に母親
に対して、その手がかりを述べる。

親に安心を与える心づかいは慈悲の心であり、すべて
に通じる普遍性を持っている。その心が人を幸せに導
くことを、廣池千九郎の事例と自分の体験から語る。

⑰良い子の育つ明るい家庭

�幸せは親を思うこころから

加藤善三郎　著

堀部房男　著

●B6判・72頁　定価　本体400円＋税

●B6判・70頁　定価　本体400円＋税

ISBN 4–89639–057–1
ISBN 978–4–89639–057–5　C0237　［1972］

※掲載されていないものは品切れです。

ISBN 4–89639–054–7
ISBN 978–4–89639–054–4　C0237　［1990］

242202

242190

開発シリーズ

開発シリーズ

子供と一緒に学ぶ親子共学の子育てを提唱。現代人が
忘れがちな親・祖先を思う心や累代教育の重要性につ
いて具体例を挙げ、人生のあり方を語る。

知的障害を持つ子供たちとの40年間に及ぶかかわりの
中から、彼らの清純な心、ひたむきに生きる姿を通し
て、「人間が真実に生きる」とは何かを問う。

�親孝行が子どもを育てる
──累代教育のすすめ

�この子らに学ぶ
──真の教育を求めて

前田三作　著

菅原馬吉　著

●B6判・74頁　定価　本体400円＋税

●B6判・96頁　定価　本体400円＋税

ISBN 4–89639–026–1
ISBN 978–4–89639–026–1　C0237　［1986］

ISBN 4–89639–038–5
ISBN 978–4–89639–038–4　C0237　［1994］

242158

242187
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家族の絆、友人や周りの人々とのつながり、自然や「い
のち」とのつながり、それらの大切さを通じて、豊か
な人生、よりよい生き方を考える。

思春期の子供に起こりやすい問題や家庭でのしつけの
課題を通して、子供を理解することや心の交流・心の
絆を育てることの大切さを紹介。

胎教に始まり乳児・幼児・児童を対象とした子育て上
の心づかいについて、イラストを見ながらわかりやす
く学べるように、全16編で構成している。

職場での人間関係などを通して、働く目的や意味、明
るい職場づくりについて考える。「Ｑ＆Ａ」では、具体
的な事例を通して、職場生活の心づかいを紹介。

心のつながりをはぐくむ

親と子の絆を深める
──夢と希望のある家庭教育をめざして

イラストで学ぶニューモラルの心
感謝と喜びの子育て

一人ひとりがつくる職場
──事例に見る「職場生活の心づかいQ&A」

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

●B6判・80頁　定価　本体400円＋税

●B6判・88頁　定価　本体400円＋税

●B6判・80頁　定価　本体400円＋税

●B6判・88頁　定価　本体400円＋税

ISBN 4–89639–116–0
ISBN 978–4–89639–116–9　C0012　［2006］

ISBN 4–89639–034–2
ISBN 978–4–89639–034–6　C0037　［2000］

ISBN 4–89639–058–X
ISBN 978–4–89639–058–2　C0037　［2002］

ISBN 4–89639–040–7
ISBN 978–4–89639–040–7　C0037　［2001］

554164

553593

553720

553618

別冊ニューモラル

別冊ニューモラル
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妖怪の魔法で、突然家族がいなくなってしまった少年・
タケシの体験を通して、家族のありがたみや感謝の言
葉の大切さを伝える。

トンガリ山に住む猿と狸の間には昔から争いが絶えない
が、子猿のモンキチと子狸のポンタは仲良し。ある日、2
匹が不思議な木の実を見つけたことで、事件が起こる。
愛と友情、思いやりの心の大切さを描いた感動の物語。

「にっこり侍」と呼ばれる老侍は、天下泰平の世にも質
素な暮らしをしていた。ある日突然起こった戦に慌て
ふためく人々の中で、老侍が取った行動は？　規則正
しい生活や身なりを整えることの大切さを描く。

かぞくみんなに「ありがとう！」

モンキチ森のポンタの木

にっこり侍
絵・脚本：赤池キョウコ
制作：モラロジー研究所

絵：松井文子、脚本：ときたひろし
原案・制作：モラロジー研究所

絵・脚本：ときた ひろし
制作：モラロジー研究所

●16場面　定価　本体2,000円＋税

●16場面　定価　本体2,000円＋税

●16場面　定価　本体2,000円＋税

［2009］

［2009］

［2009］

554648

554677

554651直 販

直 販

直 販

心を育てる紙芝居

心を育てる紙芝居
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小学校入学前〜低学年への読み聞かせに最適。大人向
けの解説付き（聖徳太子・本居宣長・佐野常民・勝海
舟・ジョン万次郎・北里柴三郎・津田梅子・南方熊楠・
野口英世・八田與一）。

明治維新のリーダーたちを育てた情熱の教育者・吉田
松陰の物語。国を思い、ひたむきに勉学に励んだその
人生から、志の大切さと勉強することの意味を学ぶ。

「太平洋のかけ橋」となることを決意し、世界平和のた
めに奔走した新渡戸稲造。『武士道』を著して日本人の
高潔な精神を世界に知らしめ、大志を抱いて歩んだ姿
を知る。

先人の生涯は「困難に負けない心の強さ」「志の大切
さ」を教えてくれる。大人向けの解説付き（吉田松陰・
光明皇后・新渡戸稲造・塙保己一・中江藤樹・上杉鷹
山・渋沢栄一・瓜生岩子・二宮金次郎・西郷隆盛）。

奈良時代、病に苦しむ人々や生活に困窮する人々を救
うために「施薬院」や「悲田院」を創設した光明皇后
の物語。その聡明さと慈悲深き姿に、思いやりの心を
学ぶ。

病で視力を失うも、並外れた記憶力と不屈の精神で、
『群書類従』を編纂した塙保己一の物語。ヘレン・ケラ
ーが心の支えとした大学者の人生を知る。

新・親子で学ぶ偉人物語
（10冊セット）

①吉田松陰

③新渡戸稲造

親子で学ぶ偉人物語
（10冊セット）

②光明皇后

④塙　保己一

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

●B5判・カラー各24頁　定価　本体2,400円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー各24頁　定価　本体2,400円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

ISBN 978–4–89639–232–6　C8793　［2013］

ISBN 978–4–89639–190–9　C8793　［2010］

ISBN 978–4–89639–200–5　C8793　［2011］

ISBN 978–4–89639–227–2　C8793　［2013］

ISBN 978–4–89639–191–6　C8793　［2011］

ISBN 978–4–89639–201–2　C8793　［2011］

880058

850001

850027

880045

850014

850030

直 販

直 販

直 販

直 販

親子で学ぶ偉人物語

親子で学ぶ偉人物語
※こちらのシリーズは、絵本です。
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「人間は本来、誰もが美しい心を備えている」と説き、
人々に道徳の大切さを伝え続けた“近江聖人”中江藤
樹の物語。その姿から、親孝行の大切さや恩に報いる
心を学ぶ。

「日本実業界の祖」として道徳的な経営を説き、世のた
め人のために尽くした渋沢栄一。人々の幸せを願い、
多くの会社設立や社会福祉事業に捧げた人生を語る。

江戸時代、「積小為大」の精神で600もの荒れた農村を
復興させた二宮金次郎。小さな善事の積み重ねの大切
さを説き、村人たちのやる気を引き出した偉人の姿を
描く。

財政破綻寸前の藩を“なせばなる”の精神で救った米
沢の名君・上杉鷹山の物語。柔軟な発想をもって民の
父母として模範を示し、人々の心に希望の火をともし
たその姿を知る。

戊辰戦争で傷ついた人を敵味方の区別なく助け、身寄
りのない子供たちの世話をした瓜生岩子。度重なる困
難に負けず、他人の喜びを自分の喜びとして生きたそ
の人生を知る。

困難に負けず、日本の将来を思って行動した西郷隆盛。
明治政府のリーダーとなっても謙虚な姿勢を崩さなか
った隆盛の姿を知る。

⑤中江藤樹

⑦渋沢栄一

⑨二宮金次郎

⑥上杉鷹山

⑧瓜生岩子

⑩西郷隆盛

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

河合　敦　監修　モラロジー研究所出版部　編

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

●B5判・カラー24頁　定価　本体300円＋税

ISBN 978–4–89639–207–4　C8793　［2011］

ISBN 978–4–89639–215–9　C8793　［2012］

ISBN 978–4–89639–222–7　C8793　［2012］

ISBN 978–4–89639–212–8　C8793　［2012］

ISBN 978–4–89639–218–0　C8793　［2012］

ISBN 978–4–89639–225–8　C8793　［2013］

850043

850069

850085

850056

850072

850098

直 販

直 販

直 販

直 販

直 販

直 販

親子で学ぶ偉人物語•　40



モラロジーの創建者である父・廣池千九郎（1866〜
1938）の人間像とその72年の歩みを深い敬慕の情を込
めて語った、昭和38年6月4日の廣池千九郎25年祭に
おける記念講演。

最高道徳の根幹である「神と因果律の存在」「三方よし」
「親孝行」「成功と幸福の違い」「万世不朽」という廣池
千九郎の教えを、人生の指針として歩んだ高弟の講話。

日本人の祖先の最高の遺産「日本神話」には、今の世
が見失った美しいもの、尊いもの、善なるものすべて
が存在している、と語りかける講演録。

モラロジーの創建者・廣池千九郎（1866〜1938）の書
生として奉仕した青年時代の記録に基づく、最晩年

（昭和12年〜13年6月4日）の出来事について語った講
話。

各種のセミナーや講演会などの場面で幅広くご活用く
ださい。「ひびけ世界のあら磯に」「星空のかがやきに」

「風と光の広場」「君が代」ほか収録。

父の人間像

廣池博士から受けた五つの教訓

日本神話は幸せへの道しるべ

晩年の廣池博士に随行して

太陽に向かって
《歌唱＆インスツルメンタル＆君が代》〈ステレオ〉

話・廣池千英

話・松浦　香

話・出雲井　晶

話・井出　大

モラロジー研究所出版部　編

●78分23秒　CD　定価　本体1,200円＋税

●42分48秒　CD　定価　本体1,200円＋税

●70分　CD　定価　本体2,300円＋税

●60分23秒　CD　定価　本体1,200円＋税

●57分　CD　定価　本体2,800円＋税

［2016］

［2015］

［2002］

［2015］

［2002］

701394

701378

701349

701381

701336

直 販

直 販

直 販

直 販

直 販

DVD・CD

DVD・CD

モラロジーの創建者・廣池千九郎の生涯をまとめた
DVD。廣池の志、業績、人間像、燃えるような軌跡
が、その声、姿、ゆかりの地の映像を通して観る人の
心に迫る。5か国語字幕対応。

DVD　廣池千九郎
──モラロジーの創建者 その生涯
企画・制作・モラロジー研究所
●27分　DVD　定価　本体1,700円＋税

［2009］

701365 直 販
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自己反省の核心である「見畏む心」について語る大澤
講師、「慈悲・愛の心」について語る山本講師の迫力あ
る話を、臨場感をもって聴くことができる。

モラロジーの創建者・廣池千九郎が、昭和5年にレコ
ード91枚に吹き込んだ『新科学モラロジー及び最高道
徳の特質』の抄録版。

逸話が表す廣池千九郎の教えの真髄が、井出講師なら
ではの整然とした口調の中から聴く者の心に浸透して
くるCD。

廣池千九郎没後50年を記念して創られたカンタータ。
静かに始まる楽曲が、最後には力強い大合唱に変わり、
聴者の魂をゆさぶる。
ソプラノ／廣池光香　演奏／東京交響楽団ほか。

畏れる心／覚悟と目標
──モラロジー研究所創立75周年記念
　　「伝統の日」記念講演

〈抄録版〉
モラロジーおよび最高道徳の特質（2枚組）

エピソードが語る廣池千九郎博士
──モラロジー研究所創立75周年記念
　　「伝統の日」記念講演

廣池千九郎讃歌
交声曲　稀人（まれびと）

話・大澤俊夫／山本恒次

廣池千九郎　講述

話・井出　元

作詩・宗 武志／作曲・指揮・團伊玖磨

●68分　CD　定価　本体1,800円＋税

●各60分　CD　定価　本体3,800円＋税

●57分　CD　定価　本体1,800円＋税

●40分　CD　定価　本体1,796円＋税

［2001］

［2001］

［2001］

［1988］

701310

701295

701307

701013

直 販

直 販

直 販

直 販
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自分の心のあり方や生き方を見つめることのできる
「ニューモラルの言葉」を掲載。贈呈用に会社名などの
名入れも承ります。

『最高道徳の格言』から選んだ31の格言と解説が、日
めくり式のカレンダーになっています。毎日の生活指
針としてご利用ください。

『ニューモラル』の考え方をもとに、家庭における心づ
かいのあり方を示した31日の日めくりカレンダー。心
のよきアドバイザーとしてご利用ください。

『ニューモラル』の挿絵でおなじみの松葉健氏によるイ
ラストで日常生活を明るく元気に過ごすための心のあ
り方を描きました。子供たちの思いやりの心、感謝の
心、自立の心をはぐくみます。

最高道徳の内容を端的に表現した格言とその解説の英
語版。日めくりカレンダー形式で、31日間の内容を毎
日掲示できる英語版カレンダー。

ニューモラル手帳
（2018年版）※10月発売予定

心のカレンダー
（壁掛用・31日分）

ニューモラル　ファミリーカレンダー
（壁掛用・31日分）

家族いっしょに　ニューモラル日めくり 

（壁掛用・31日分）

MORALOGY　DAY　BY　DAY
（英語版『心のカレンダー』）

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所出版部　編

モラロジー研究所　編

●予価　本体700円＋税

●定価　本体600円＋税

●定価　本体650円＋税

●定価　本体800円＋税

●定価　本体1,200円＋税

190217

190080

190220

190051

直 販

直 販

直 販

直 販

直 販

手帳・カレンダー

手帳・カレンダー
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モラロジーおよび倫理道徳の研究とモラロジーを基調
とする社会教育事業の内容を紹介する当法人の総合情
報誌です。

モラロジーに基づく生き方や考え方をはじめ、人間性・
道徳性をはぐくみ、豊かな人間関係を築くための情報
を満載した生涯学習誌です。

総合人間学としてのモラロジーの研究成果を発表する
学術研究誌。

日常生活におけるさまざまな事例を通して、日々の心
づかいの大切さをいっしょに考えます。気軽に読んで
いただける小冊子です。

激動の時代、リーダーはいかに行動すべきか。本誌は、
不動の人生哲学、不変の経営理念、不断の経営実践を
探求する情報誌です。

『ニューモラル』の英訳版。不定期刊行。

モラロジー研究所　所報
（月刊）

心の生涯学習誌　れいろう
（月刊）

倫理道徳研究フォーラム　モラロジー研究
（年2回）

心を育てる月刊誌　ニューモラル
（月刊）

「三方よしの経営」を究める　道経塾
（隔月刊・奇数月）

NEW　MORALS
（英語版『ニューモラル』）

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所道徳科学研究センター　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

モラロジー研究所　編

●A4変型判・28〜36頁
定価100円（税込）　年間購読料2,300円（送料共）

●B5判・68頁（オールカラー）
定価390円（税込）　年間購読料5,600円（送料共）

●A5判〜B5判　定価1,300〜2,500円＋税

●B6判・24頁
定価40円（税込）　年間購読料1,430円（送料共）

●B5判・68頁
定価550円（税込）　年間購読料3,900円（送料共）

●A5判・20頁　定価40円（税込）

直 販

直 販

直 販

直 販

直 販

直 販

雑誌等定期刊行物

※各誌の年間購読以外の送料はお問い合わせください。

雑誌等定期刊行物
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『ニューモラル』の中国語（繁体字）訳版。年4回刊行。

道德與人生
（中国語繁体字版『ニューモラル』）

モラロジー研究所　編
●B6判・20頁　定価40円（税込）

直 販

雑誌等定期刊行物 45　•



『ニューモラル』の贈呈用にご利用ください。

※ 第三種郵便物用の封筒です。手紙の同封はできませ
んのでご了承ください。

『れいろう』の贈呈用にご利用ください。

※ 第三種郵便物用の封筒です。手紙の同封はできませ
んのでご了承ください。

郵送用
『ニューモラル』封筒

郵送用
『れいろう』封筒

●1束／10枚入り　定価　本体80円＋税 ●1束／10枚入り　定価　本体150円＋税

602222 602219直 販 直 販

郵送用封筒

郵送用封筒
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　電話、FAX、Eメールにて
「書籍名」「著者名」「冊数」「郵便番号」「ご住所」
「お名前」「電話番号」をお知らせください。
　ご注文をいただき次第、商品に振り込み用紙を
同封してお届けします（送料を実費で頂戴しますので
ご了承ください。税込5千円以上のご注文で送料無料です）。
　代金は、お近くの郵便局・コンビニエンススト
アよりお振り込みください。

※注文の際にお寄せいただく個人情報は、モラロジー研究
所内で適正に管理し、当研究所が行う事業以外には使用
いたしません。

04-7173-3155
0120-04-7173

book@moralogy.jp

電 話
FAX

E-mail

　最寄りの書店でもご注文いただけます（送料はか
かりません）。ご注文の際には、「発売は廣

ひろ

池
いけ

学
がく

園
えん

事
じ

業
ぎょう

部
ぶ

」とお申し添えください。

※　　　　の商品は、書店でご注文いただけませんのでご
了承ください。

◦ モラロジー研究所の理念・目的に賛同して任意
に組織された「モラロジー事務所」が全国に約
500か所あり、モラロジーに基づく生涯学習活
動を行っています。

◦ お近くのモラロジー事務所を通してお求めいた
だけますので、連絡先等については、当出版部
にお問い合わせください。

書籍＆DVD・CDの購入方法

書籍＆DVD・CDの購入方法

出版部へ直接ご注文の場合 お近くの書店へご注文の場合

お近くのモラロジー事務所からも
お求めいただけます

直 販

　この目録に記載されている出版物は、電話
やファックスでのご注文のほかに、「オンライン
ショップ」からもご注文いただけます。
　お探しの商品がすぐに見つかる「検索機能」
や、各商品の詳細がわかる画像や説明も充実。
さらにオンライン上でお支払いまで完了でき、
ほしい時にほしい商品が、手間いらずでスピ
ーディーにご発注いただけます。
　あなたの学びのすぐそばに──。
　オンラインショップをぜひご利用ください。

オンラインショップをぜひご利用ください
http://www.ecmoralogy. jp/

出版部

オンラインで支払いまで完了

出版元倉庫からご自宅へ直送

無料メールマガジン配信中

クレジットカードをはじめ、多彩な決済方法をお選
びいただけます。

モラロジー研究所出版部の取り扱い書籍がすべて
購入可能!!
平日14時までのご注文で、即日発送します。

定期刊行物最新号の見どころや編集者のお勧め本、
季節ごとのフェアなどの情報が詰まったメールマガ
ジンを配信中。最新情報を毎月１回お届けします。
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定期刊行物（雑誌）の購読方法

　定期刊行物（『所報』『ニューモラル』『れい
ろう』『道経塾』）は、料金先払いの年間購読
にてご注文を承っております。電話・FAX・
Eメールにて、ご希望の雑誌名のほか「お
名前」「郵便番号」「ご住所」「電話番号」
をお知らせください。専用の払い込み用
紙をお届けします。
　お近くの郵便局・コンビニエンススト
アより代金をご送金いただくと、年間購
読のスタートとなり、最新号からお届け
します。

※ 『所報』『ニューモラル』『れいろう』は毎月
発行、『道経塾』は隔月（奇数月）発行です。
年間購読料は、消費税・送料・手数料を含み
ます。この料金表は、お届け先が1か所の場
合です。右記以外の冊数については、出版部
までお問い合わせください。

定期刊行物（雑誌）の購読方法

購 読 料 一 覧

●『ニューモラル』『れいろう』年間購読料

●『道経塾』年間購読料

●『所報』年間購読料

1,430円

1,960円

2,490円

5,600円

10,300円

15,700円

3,900円

7,380円

10,860円

2,300円

4,000円

5,700円

6,140円

11,300円

15,480円

30,960円

3,300円

4,800円

6,300円

14,040円

28,080円

42,120円

10,800円

20,970円

31,140円

6,800円

11,000円

15,000円

ニューモラル ニューモラルれいろう れいろう

1冊

2冊

3冊

各1冊

各2冊

1冊

2冊

3冊

1冊

2冊

3冊

1年購読

1年購読

1年購読

3年購読

3年購読

3年購読
04-7173-3155

0120-04-7173
book@moralogy.jp

電 話
FAX

E-mail

出版部

モラロジー研究所の定期刊行物

モラロジーおよび倫理道徳の研究と
モラロジーを基調とする社会教育事
業の内容を紹介する、当法人の総合
情報誌です。
A4変型判・28〜36頁
定価100円（税込）
年間購読料2,300円（送料・税込）

心のあり方が人生をつくる──。人
間性・道徳性を育み、豊かな人間関
係を築くための情報を満載した心の
生涯学習誌です。
B5判・68頁（オールカラー）
定価390円（税込）
年間購読料5,600円（送料・税込）

日常生活におけるさまざまな事例を
通して、日々の心づかいと行いのあ
り方を考えます。気軽に読んでいた
だける小冊子です。
B6判・24頁
定価40円（税込）
年間購読料1,430円（送料・税込）

お客様には喜びを、社員には生きが
いを ──。人も会社も社会も育つ

「道徳経済一体」の事例を満載した、
経営リーダー、社会のリーダーのた
めの学習誌です。
B5判・68頁　隔月刊（奇数月発行）
定価550円（税込）　年間購読料3,900円（送料・税込）

総合情報誌

心の生涯学習誌

心を育てる月刊誌

「三方よしの経営」を究める
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平成29年6月現在

廣池千九郎記念館
谷川・大穴記念館
畑 毛 記 念 館
中 津 記 念 館
北海道出張所
東 北 出 張 所
関 東 出 張 所
上信越出張所
東 京 出 張 所
南関東出張所
東 海 出 張 所
京 都 出 張 所
大 阪 出 張 所
中 国 出 張 所
四 国 出 張 所
九 州 出 張 所

℡ 04-7173-3023

℡ 0278-72-2438

℡ 055-978-3078

℡ 0979-22-4309

℡ 011-221-0160

℡ 024-575-3245

℡ 048-250-5711

℡ 0278-72-2444

℡ 03-6458-5500

℡ 055-979-6754

℡ 0572-66-3008

℡ 075-222-1077

℡ 06-6671-0990

℡ 082-503-3988

℡ 0875-57-5105

℡ 0979-64-8070

〒277-8654	 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1
〒379-1619	 群馬県利根郡みなかみ町谷川557
〒419-0111	 静岡県田方郡函南町畑毛225-2
〒871-0162	 大分県中津市大字永添2423
〒060-0062	 札幌市中央区南二条西7-7-2
〒960-0675	 福島県伊達市保原町大柳字羽山下1-1
〒332-0034	 埼玉県川口市並木2-33-1	
〒379-1619	 群馬県利根郡みなかみ町谷川557
〒135-0033	 東京都江東区深川2-8-19　SAKURAIビル8F
〒419-0111	 静岡県田方郡函南町畑毛225-2
〒509-6194	 岐阜県瑞浪市稲津町萩原1661
〒602-0848	 京都市上京区寺町通今出川下ル東側扇町286-3
〒559-0007	 大阪市住之江区粉浜西2-10-27
〒733-0002	 広島市西区楠木町1-12-7　モーゲン・バウ2F
〒768-0072	 香川県観音寺市栄町2-5-5
〒871-0162	 大分県中津市大字永添2423

公益財団法人モラロジー研究所
	 〒277-8654　千葉県柏市光ヶ丘2-1-1� ℡ 04-7173-3111

	 柏生涯学習センター
	 〒277-8654　千葉県柏市光ヶ丘2-1-1� ℡ 04-7173-3260

	 東日本生涯学習センター
	 〒960-0675　福島県伊達市保原町大柳字羽山下1-1� ℡ 024-575-3245

	 中日本生涯学習センター
	 〒509-6194　岐阜県瑞浪市稲津町萩原1661� ℡ 0572-66-3080

ホームページアドレス◦http://www.moralogy.jp/

公益財団法人モラロジー研究所は

倫理道徳の研究と社会教育を推進しています

「感謝の心」 「思いやりの心」 「自立の心」
大自然の恵み、また、家庭
や国の恩恵などに対する感
謝の心は、自分の命はもち
ろん人や周囲のあらゆる命
を大切にする尊厳性を育み
ます。そして、恩返しをし
たり、社会や世界に貢献し
ていく勇気を育てます。

相手の立場に立って考える
ことのできる思いやりの心
は、人の喜びや悲しみ・痛
みへの共感性を育みます。
そして、自分を反省したり、
相手を許す謙虚さや周囲に
奉仕する深いやさしさを育
てます。

夢や志に向かって、主体性
を持って生きようとする自
立の心は、家庭人、社会人、
また国民としての責任感や
使命感を育みます。そして、
地域や国際社会に目を向け
ていくたくましさを育てま
す。

モラロジー教育では 3つの心を育てます
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