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勉誠出版  事典タイトル特集  

北海道文学事典 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784585200192  

著編者名 志村 有弘 発行年 2013 商品コード 1027134217 

北の大地が生み出した豊饒な文学と作家を一望北海道ゆかりの小説家・評論家・詩人・歌人・俳人のみ
ならず、漫画家・画家、シンガーソングライターまでも広範に紹介。北海道の文芸誌、各地方ごとの文学
的特色、アイヌ文学の世界、映画・テレビドラマ化された文学作品、民謡や歌謡曲に描かれた北海道な
ど、多彩な項目で北海道文学の全貌を明らかにする。 

東北近代文学事典 

同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784585200161  

著編者名 日本近代文学会東北支部 発行年 2013 商品コード 1016114025 

東北6県ゆかりの近現代の作家(翻訳家・批評家なども含む)800超を採り上げ、その業績と東北との関わ
りを詳述するほか、「キリスト教と東北」などの項目を立て、東北と文学との関連を地域的・歴史的な観点
から考察する。 

ヘミングウェイ大事典 

同時1アクセス（本体） ¥55,000 

同時3アクセス（本体） ¥82,500 

冊子版ISBN 9784585200093  

著編者名 田畑 佳菜子 発行年 2012 商品コード 1013985278 

ヘミングウェイの全てを網羅した大事典。長編・短編小説、戯曲、ノンフィクション、雑誌記事、手紙など出
版された著作物の内容要約と解説を収録。また、家族・交友関係から地名、文芸用語まで200以上の関
連項目を詳述する。 

姓氏家系歴史伝説大事典 

同時1アクセス（本体） ¥55,000 

同時3アクセス（本体） ¥82,500 

冊子版ISBN 9784585060420  

著編者名 志村 有弘 発行年 2003 商品コード 1013941429 

４０００の姓氏を網羅。古代から現在まで、人物の事跡を満載した大事典。「発祥・分布・系譜」「家紋」「歴
史・伝説」「人物」などの小項目に分け、読みやすく記載。巻末に全国の主要家紋１０００も掲載する。 

三島由紀夫事典 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784585060185  

著編者名 松本 徹 発行年 2000 商品コード 1013941428 

自決の日の衝撃は色褪せることがなく、三島文学は今なお今日的な問題を提起し続けている。その魅力
と問題点の全てを洗い出し、今後の課題と情報を提供する決定版事典。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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日本武術・武道大事典 
著編者名 加来 耕三 発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥21,560 同時3アクセス（本体） ¥32,340 

冊子版ISBN 9784585200321  商品コード 1018441812 

古流剣術・柔術から近現代の武道まで、諸流派と関連人物を網羅的に集成した大事典。主要武術
の総合的な流れがわかるように工夫し、人物伝に関しては、現時点における専門書・事典のなかで、
最新のものを記述する。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

西郷隆盛事典 志村 有弘 2018 9784585200598 ¥11,000  ¥16,500  1027010692 

吉川英治事典 志村 有弘 2016 9784585200482 ¥9,240  ¥14,080  1027266882 

真田幸村歴史伝説文学事典 志村 有弘 2015 9784585200352 ¥7,040  ¥10,560  1027134218 

日中韓マナー・慣習基本事典 
 ―プライベートからビジネスまで知っておきたい11章― 

佐藤 貢悦 2015 9784585220848 ¥3,740  ¥5,610  1018002597 

山頭火旅情鑑賞事典 北影 雄幸 2014 9784585215264 ¥7,040  ¥10,560  1016032698 

山頭火秀句鑑賞事典 北影 雄幸 2014 9784585215257 ¥7,040  ¥10,560  1016032697 

武士道基本用語事典 北影 雄幸 2014 9784585215240 ¥7,040  ¥10,560  1016032696 

古事記小事典 ―古代の真相を探る― 歴史と文学の会 2012 9784585220428 ¥6,160  ¥9,240  1027190757 

平清盛小事典 ―平家物語の真実― 歴史と文学の会 2011 9784585220176 ¥7,040  ¥10,560  1027190756 

日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖人事典 志村 有弘 2011 9784585200055 ¥8,800  ¥14,850  1013774764 

坂本龍馬事典 志村 有弘 2009 9784585054405 ¥6,160  ¥9,240  1027190758 

日本古典博物事典 動物篇 小林 祥次郎 2009 9784585060666 ¥20,900  ¥31,350  1013774772 

藤沢周平事典 志村 有弘 2007 9784585060598 ¥8,360  ¥12,540  1027134216 

司馬遼太郎事典 志村 有弘 2007 9784585060581 ¥8,360  ¥12,540  1027134215 

合戦騒動事典 歴史と文学の会 2005 9784585060468 ¥21,560  ¥32,340  1027134214 

柳田國男事典 野村 純一 1998 9784585060062 ¥21,560  ¥32,340  1013941427 
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世界児童･青少年文学情報大事典 

デトロイトのゲール・リサーチ出版との契約により刊
行中の本事典は，同社の「作家・画家人物情報事典」
である『作者についての情報』Something about the 
Author’，’1976―およびこれをもとに編纂された
『児童・ヤングアダルト主要作家・挿絵画家』Major 
Authors and Illustrators for Children and Young 
Adults’，’1993 (6 Vols.) から，わが国の読者に向け
て選定した項目により構成されている。学校・公共図
書館必備の事典である   

全16巻 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥563,200 ¥844,800 1022212499 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

第1巻 ア-ウイ 藤野 幸雄 2000 9784585060215 ¥35,200 ¥52,800 1022212501 

第2巻 ウエ-オ 藤野 幸雄 2000 9784585060222 ¥35,200 ¥52,800 1022212502 

第3巻 カ-クラ 藤野 幸雄 2001 9784585060239 ¥35,200 ¥52,800 1022212503 

第4巻 クリ-コ 藤野 幸雄 2001 9784585060246 ¥35,200 ¥52,800 1022212504 

第5巻 サ-ステ 藤野 幸雄 2001 9784585060253 ¥35,200 ¥52,800 1022212505 

第6巻 スト-テ 藤野 幸雄 2002 9784585060260 ¥35,200 ¥52,800 1022212506 

第7巻 ト-ハケ 藤野 幸雄 2002 9784585060277 ¥35,200 ¥52,800 1022212507 

第8巻 ハシ-ヒ 藤野 幸雄 2002 9784585060284 ¥35,200 ¥52,800 1022212508 

第9巻 フ-フリ 藤野 幸雄 2003 9784585060291 ¥35,200 ¥52,800 1022212509 

第10巻 フル-ヘ 藤野 幸雄 2003 9784585060307 ¥35,200 ¥52,800 1022212510 

第11巻 ホ-マス 藤野 幸雄 2003 9784585060314 ¥35,200 ¥52,800 1022212511 

第12巻 マツ-ヨ 藤野 幸雄 2004 9784585060321 ¥35,200 ¥52,800 1022212512 

第13巻 ラ-ル 藤野 幸雄 2004 9784585060338 ¥35,200 ¥52,800 1022212513 

第14巻 レ-ワ 藤野 幸雄 2004 9784585060345 ¥35,200 ¥52,800 1022212514 

第15巻 補遺・索引 藤野 幸雄 2004 9784585060352 ¥35,200 ¥52,800 1022212515 

第16巻 欧文作者・作品索引 勉誠出版編集部 2004 9784585060451 ¥35,200 ¥52,800 1022212516 



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


