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学び・教養・文字・算数・農・工・商・礼法・服飾・俗信・年暦・医方・薬方・料理・食物等々、

江戸時代に生きる人々の生活・思想を全面的に捉える決定版大事典。 

江戸時代における日常生活の実用書として常用されてきた「重宝記」約250点の記載事項

を網羅抽出、約15,000項目に分類し、50音順に掲載した。掲載図版点数700点超！ 
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同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥61,600  ¥92,400  

冊子版ISBN：9784585200628 商品コード：1031325277 

江戸の歴史 ・文化特集  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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―わが国初のイラスト百科― 

き ん も う ず い 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥33,000 ¥49,500 

商品コード ： 1013941425 
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江戸時代初期、寛文
6(1666)年刊のわが国
最初の図解博物辞典
「訓蒙図彙」を復刻。約
9500語を1482点にお
よぶ精緻なイラストで
示した、日本語・日本
文学、風俗史、博物学
史の有力資料。 

江戸のイラスト辞典 

訓 蒙 彙 図 

中村 惕齋 著  小林 祥次郎 編 
2012年 発行 

江戸時代初期、寛文6（1666）年刊の、わが国最初

の図解辞典の初版初刷り本を復刻。日本の博物

学の歴史に輝く名著として名高く、後続の絵入り 

辞書の模範となった。 

総語彙数約8,000語を収録し、日本語・日本文学、

風俗史、博物学史の有力資料であり、1,484点に

およぶ精緻な図は、今日でも図版やデザイン画と

して様々に利用できる。 

冊子版ISBN ： 9784585200116 

江戸時代に作られたわが国最初の絵入り百科辞典、解説もあらたに復刊！ 
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『元禄の文学』全5巻の刊行を企画した。現在学界の第一線で活躍中の新進気鋭の
研究者の論考をも含め、近世文学研究の最高水準を示した諸論文は、元禄の文学
の中心に迫り、その魅力を余すところなく解明することになろう。 

巻 書名 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 

1 元禄文学の流れ  1992 9784585020073 ¥6,835  ¥10,253  1015358848 

2 西鶴と元禄の小説 （.元禄文学の開花 ; 1)  1992 9784585020080 ¥7,475  ¥11,213  1015358849 

3 芭蕉と元禄の俳諧 （.元禄文学の開花 ; 2)  1992 9784585020097 ¥7,475  ¥11,213  1015358850 

4 近松と元禄の演劇 （.元禄文学の開花 ; 3)  1993 9784585020103 ¥7,475  ¥11,213  1015358851 

5 元禄文学の状況  1993 9784585020110 ¥6,835  ¥10,253  1015358852 

講座元禄の文学 
浅野 晃・雲英 末雄・谷脇 理史・原 道生・宗政 五十緒 編 

5巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥36,095 ¥54,145 
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編集部 編 

書名 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 

書物学こと始め （1） 2014 9784585207016 ¥3,300  ¥4,950  1015839743 

書物古今東西 （2） 2014 9784585207023 ¥4,125  ¥6,187  1015839744 

書物とエロス （3） 2014 9784585207030 ¥4,125  ¥6,187  1016388586 

出版文化と江戸の教養 （4）  2015 9784585207047 ¥4,125  ¥6,187  1017741315 

洋古書の愉悦 （5） 2015 9784585207054 ¥4,125  ¥6,187  1018683633 

「書」が語る日本文化 （6） 2015 9784585207061 ¥4,125  ¥6,187  1020251167 

医書の世界 （7） 2016 9784585207078 ¥4,125  ¥6,187  1020521819 

国宝称名寺聖教/金沢文庫文書 （8） 2016 9784585207085 ¥4,125  ¥6,187  1022133852 

江戸の欲望/江戸という欲望 （9） 2016 9784585207092 ¥4,125  ¥6,187  1023513923 

南方熊楠生誕150年 （10） 2017 9784585207108 ¥4,125  ¥6,187  1024430778 

語りかける洋古書 （11） 2017 9784585207115 ¥4,125  ¥6,187  1025356539 

江戸初期の学問と出版 （12） 2018 9784585207122 ¥4,125  ¥6,187  1027010693 

学問の家の書物と伝授 ―清原家の営為を探る―（13） 2018 9784585207139 ¥4,125  ¥6,187  1028240043 

贋作・偽作 ―人はなぜ、偽りの書籍を編纂するのか―（14） 2018 9784585207146 ¥4,125  ¥6,187  1029312000 

金属活字と近代 （15） 2019 9784585207153 ¥4,125  ¥6,187  1030360455 

特殊文庫をひらく ―古典籍がつなぐ過去と未来―（16） 2019 9784585207160 ¥4,125  ¥6,187  1030650543 

編集文献学への誘い （17） 2019 9784585207177 ¥4,125  ¥6,187  1031034455 

17冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥69,300 ¥103,942 

古今東西の知の宝庫に分け入り、読書の楽しさを満喫する!  

シリーズ  書物學=Bibliology  
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書籍文化史料論 

著編者名 鈴木 俊幸 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 同時3アクセス（本体） ¥38,500 

冊子版ISBN 9784585222408  商品コード 1030682521 

断片から浮かび上がる、書籍をめぐる人びとの営み。書籍の享受に関わる一次史料は思いのほか少ない。
その文化・歴史を描き出すためには、書籍そのもののみならず、そこに残された書き入れや、周辺にある断
片化された資料へも目を向ける必要がある。チラシやハガキ、書籍におされたハンコ、そして版権や価格、貸
借に関する文書の断片など、これまで真正面から取り扱われることのなかった人々の営為の痕跡から、日本
の書籍文化の展開を鮮やかに浮かび上がらせる。書物文化史研究の第一人者による待望の史料論。京都
書林仲間の実態を伝える新出史料全篇 

出版文化のなかの浮世絵 

著編者名 鈴木 俊幸 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784585270423  商品コード 1030574736 

多色刷りの文化遺産。浮世絵はかつて生活のなかにあった。伝存する作品や資料に残る痕跡が、いまなお
我々にそのことを伝えてくれる。絵画表現の展開や絵師の栄枯盛衰、流行やそれとともにある営利・経済、印
刷・造本の模倣と創意工夫、出版流通の具体相…。比類なき書物への愛に満ちた論者たちに導かれ、浮世
絵という多色刷りの文化遺産を時代の営みのなかに捉え返していく。 

書籍流通史料論序説 

著編者名 鈴木 俊幸 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥22,000 同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784585220244  商品コード 1030574734 

近世～近代初期、書籍はどのように人々の手に届いたのか―。貸本屋や絵草紙屋、小間物屋等の営業文
書や蔵書書目・看板・仕入れ印など、書籍流通の実態を伝える諸史料を「眼光表紙裏に徹する」博捜により
再構築し、書籍文化史の動態を捉える。 

近世・近代初期書籍研究文献目録 

著編者名 鈴木 俊幸 発行年 2014 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784585220923  商品コード 1030574735 

旧著『増補改訂 近世書籍研究文献目録』（ぺりかん社、2007年）未収録の前近代から近代初期における書
物・出版に関わる研究文献を網羅的に分類・整理。のべ14,000以上の文献を対象に、18の大項目、280以上
の小項目より検索できる要を得た編集による日本文化史・思想史研究必備の書。 
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江戸の異性装者 (クロスドレッサー) たち 
 ―セクシュアルマイノリティの理解のために― 

著編者名 長島 淳子 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784585221982  商品コード 1027880038 

多様な性のかたち。性規範のもとで葛藤・苦悩する人々。男装を禁止されても止めず遠島に処された女、女
装姿で貸金業を営み女に求婚した男、男同士の夫婦、陰間茶屋で男色に従事する美少年たち―。社会規
範からの逸脱の実態を記録した事件史料を読み解く。 

江戸・東京語の否定表現構造の研究 = A study of the constitutions 

including negative expressions in the Japanese of late Edo and Meiji period 

著編者名 許 哲 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥17,160 同時3アクセス（本体） ¥25,740 

冊子版ISBN 9784585280415  商品コード 1028350813 

近代語から現代語への過程には、言語主体による変化があった―。「否定」をあらわす文末表現は、他者へ
の配慮・表現論的機能・文法カテゴリーなど、様々な要素が複雑に絡み合った述語構造を持つ。『浮雲』『小
公子』『金色夜叉』といった明治文学を対象に、文法的形式と意味・機能の両面から、その史的変遷にアプ
ローチ。「言文一致運動」に代表される過渡期の言語実態を、日本語学的な視点からあぶりだす、刺激的な
文法・文体論！ 

カピタン最後の江戸参府と阿蘭陀宿 ―歩く、異文化交流の体現者― 

著編者名 片桐 一男 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784585222446  商品コード 1030831385 

国内外の史・資料から往路・復路の全行程を再現。鎖国下、出島のオランダ商館長カピタンが日蘭貿易の
継続を求め、166回に渡り行った「江戸参府」。その最後の旅でカピタンが目にしたものは何か？参府一行に
出会った各地の役人や町人・村人の反応はどうだったのか？将軍への謁見の様子、献上物や買物、阿蘭陀
宿での盗難事件など、多数のエピソードを紹介しつつ、江戸幕府の対外政策の実態を解明する。近世史・
交流史・文化史・風俗史研究に有益な一書。 

江戸庶民の読書と学び 

著編者名 長友 千代治 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784585221937  商品コード 1031325276 

教養熱（ブーム）は江戸時代にもあった！出版文化が花開いた江戸時代、さまざまな知識が書物によって伝
播していく中で、人びとのなかに「学び」への熱が高まっていった。彼ら・彼女らはどのような知識を求め、ど
のような体系のなかで知を自家薬籠中のものとしていったのか。そして、それを担う書物はどのように読者の
手に伝えられたのか。当時のベストセラーである啓蒙書や教養書、そして、版元・貸本屋の記録など、人びと
の読書と学びの痕跡を残す諸資料の博捜により、日本近世における教養形成・書物流通の実情を描き出す。 
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