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 株式会社かまくら春秋社 

             至極の本が復活 
      絶版だったあの本、そして、隠れた名著の発見、 
            もう一度読みたいあの本 

  かまくら春秋社e-Book倶楽部オープン 
                     2022年7月1日 

文芸出版社として1970年に創立されたかまくら春秋社。（本社：神奈川県鎌倉市、
代表：伊藤玄二郎）５２年に渡り、たくさんの秀逸な作品を世に送り出してます。 
その作品群を有料会員を対象にかまくら春秋社e-Book倶楽部内にて電子書籍
として新たな展開をいたします。【URL】http://www.kamashun.co.jp/ 
令和2年度第3次補正 事業再構築補助金事業 

「かまくら春秋e-Book倶楽部」概要 
 対象：会員限定 
 年会費：8,800円（税込） 
 対象本：かまくら春秋社から出版された本115冊 
       文芸本65冊+月刊誌「かまくら春秋」50冊 
               *サイト内は定期的に更新されます。 

〈お問い合わせ先〉 
かまくら春秋社  
e-Book倶楽部事務局 
Mail：e-book@kamashun.co.jp 
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〈お問い合わせ先〉 
かまくら春秋社  
e-Book倶楽部事務局 
Mail：e-book@kamashun.co.jp 
 

サービスの流れ 

①かまくら春秋社HPよりかまくら春秋社e-Book倶楽部年会費購入 

②事務局より付与されたIDとパスワードで「かまくら春秋社e-Book倶楽部」ログイン 
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〈お問い合わせ先〉 
かまくら春秋社  
e-Book倶楽部事務局 
Mail：e-book@kamashun.co.jp 
 

サービスの流れ 

③かまくら春秋社e-Book俱楽部内の電子書籍が読み放題 
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当初ラインナップ本（文芸タウン誌50冊+文芸誌65冊） 

書名 著者 初版発行

かまくらむかしばなし 沢　寿郎 1975.8.10

つれづれの鎌倉 沢　寿郎 1976.5.24

似たひと 安西　篤子 1981.6.20

かまくら文壇史 巌谷　大四 1990.5.30

おあねさん 𠮷本　加代子 1993.10.29

鎌倉ミステリー紀行 斎藤　栄 1993.11.21

静かなる崩壊 中尾　實信 1995.10.26

味覚日乗 辰巳　芳子 1997.10.16

続・おあねさん 𠮷本　加代子 1997.4.30

鎌倉夫人 杉本　晴子 2000.4.30

解体「母性」新書 大川　尚美 2001.12.5

鎌倉日記 三木　卓 2002.2.25

幻花 杉本　晴子 2003.11.30

鎌倉洋館スケッチ帖 はりがい　みちこ 2004.1.5

私のはやま道　そして逗子・横須賀・三浦 堀口　すみれ子 2004.10.22

学はあってもバカはバカ 川村　二郎 2004.11.13

その年もまた 酒井　忠康 2004.3.31

栄光学園物語 山本　洋三 2004.4.8

パリ　マルメゾンの森から 近藤　誠一 2005.3.3

敬語スタディー 尾崎　左永子 2005.3.31

宿守りの女 𠮷本　加代子 2006.1.17

かまくら春秋双書①　歪められる日本イメージ　 近藤　誠一 2006.1.23

彼女の場合 原　良枝 2006.1.5

ポルトガル逍遙 浜中　秀一郎 2006.12.20

鎌倉は神の国 齋藤　栄 2006.3.1

かまくら春秋双書②　改訂版　ロシアにかける橋 河東　哲夫 2006.4.24

鎌倉日記Ⅱ 三木　卓 2006.4.24

昭和の鎌倉　私の思い出 今田　正廣 2006.6.8

予算は夜つくられる 相沢　英之 2007.12.22

短歌カンタービレ 尾崎　左永子 2007.9.20

文化外交の最前線にて 近藤　誠一 2008.10.1

おとなのための医学読本①　女性の病気と腹腔鏡 堤治 2008.12.1

アフリカの曙光 松浦　晃一郎 2009.11.16

福祉の心と形 相沢　英之 2009.11.7
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〈お問い合わせ先〉 
かまくら春秋社  
e-Book倶楽部事務局 
Mail：e-book@kamashun.co.jp 
 

かまくら春秋2021年3月号（NO.611）～2022年6月号（NO.626） 
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書名 著者 初版発行

福井桂子全詩集 福井　桂子 2009.5.24

小さな大国ルクセンブルク 建部　和仁 2010.3.31

天使がこの世に降り立てば 金澤　泰子 2010.4.22

カントリー音楽一筋 寺本　圭一 2010.4.28

改訂版　天使の正体 金澤　泰子 2010.5.15

おとなのための医学読本③
知っていると楽になる、がんとの付き合い方

久保田　彰 2010.6.30

名作から創るフランス料理 小倉　和夫 2010.7.17

夕日になる前にーだから朝日は嫌われる 川村　二郎 2010.8.20

B型肝炎訴訟 与芝　真彰 2011.10.11

パラグアイにかけた夢 豊歳　直之 2011.10.11

外交官のア・ラ・カルト 近藤　誠一 2011.2.14

好きなことを楽しく　いやなことに学ぶ 福原　義春 2011.3.14

バチカンの聖と俗 上野　景文 2011.7.30

我が人生、筋書きなし 小山内　美江子 2012.11.21

鎌倉の吉田松陰 土谷　精作 2012.3.8

バカの壁のそのまた向こう 養老　孟司 2013.11.20

日本人の価値観 原　聰 2013.2.4

来し方の記 遠山　敦子 2013.4.30

なぜ、どのようにわれわれは老化するか 松下　哲 2013.6.15

ポルトガル逍遥Ⅱ 浜中　秀一郎 2015.11.9

希望を振る指揮者　 小林　和男 2016.6.15

増補版　氷川丸ものがたり 伊藤　玄二郎 2016.7.18

増補版　白兎で知るロシア 小林　和男 2017.4.5

プラタナスは見ている 溝口　文子 2017.5.13

あははと笑って　うふふと微笑んで 斎藤　啓子 2017.8.17

木庭久美子戯曲集 木庭　久美子 2019.11.4

平成その日その日　鎌倉日記Ⅲ 三木　卓 2019.8.1

俳句と電報と 古川　洽次 2020.2.22

認知症のブレインサイエンスとケア 松下　哲 2021.6.16

虹のかけ橋 山口　道孝 2021.7.27

無茶四と13人の鎌倉時代 二階堂　正宏 2021.12.25
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〈お問い合わせ先〉 
かまくら春秋社  
e-Book倶楽部事務局 
Mail：e-book@kamashun.co.jp 
 

当初ラインナップ本（文芸タウン誌50冊+文芸誌65冊） 
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【会社概要】 
社名：株式会社かまくら春秋社 
本社所在地：神奈川県鎌倉市小町2-14-7 
代表取締役：伊藤玄二郎 
事業内容：図書出版（単行本・雑誌の出版・自費出版） 
       企画編集制作（企業、官公庁、団体等の広報媒体の企画立案および編集、制作） 
       ほか 
設立：1970年4月 
HP：http://www.kamashun.co.jp/ 
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〈お問い合わせ先〉 
かまくら春秋社  
e-Book倶楽部事務局 
Mail：e-book@kamashun.co.jp 
 

かまくら春秋社 編集部よりコメント 
 
かまくら春秋社は鎌倉文士といわれる作家たちのすすめもあり1970年（昭和45）に創業し

た出版社です。創業以来多くの書籍、雑誌を出版してまいりましたが、絶版となり読むこ
とが出来なくなってしまったものも数多くあります。 
今回、サブスクリプションという新しい方式で、50余年にわたり出版してきました「かまくら
春秋社」ならではのラインアップで皆様にお楽しみいただくことになりました。 

紙の手触りとは別の形で、画面を通して本の面白さ、豊かさを発見していただければと思
います。 
  

『かまくらむかしばなし』は鎌倉にまつわる聞いた話や覚えていた話の数々を、郷土史家
の沢寿郎氏がまとめた貴重な1冊です。 
  
『かまくら文壇史』近代文学史を彩った鎌倉と関わる作家38人を掲載。泉鏡花から野坂昭
如まで、こんな人物が鎌倉と・・・新しい発見も。 
  
文学と料理を合体させた『名作から創るフランス料理』、テレビ「3年B組金八先生」の脚本

家小山内美恵子の『我が人生、筋書き無し』、神奈川県立がんセンター医師による『知っ
ていると楽になる、がんとの付き合い方』など、鎌倉以外のジャンルも豊富です。 
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