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学術認証フェデレーションと連携

47都道府県シリーズ

丸善出版

( 2018年12月現在 )

食・伝統文化・自然地理など、地域に根付く日本文化を47都道府県別に紹介
47都道府県・国宝/重要文化財百科

47都道府県・遺跡百科

学術1アクセス 12,600円+税

学術1アクセス 12,600円+税

森本 和男 著
底本ISBN ： 9784621302958
底本発売：2018年1月

石神 裕之 著
底本ISBN ： 9784621302248
底本発売：2018年2月

文化財の価値を判断するために、
古くから継承されてきた宗教的
感情移入を排除しつつ、近代的
美術観や審美眼が新たに形成さ
れた。本書では、各地にある多
種多様な国宝・重要文化財を紹
介する。利便性の高い「美術品
名索引」「建造物名索引」も収録。

これまでに発見された遺跡数は
約47万か所以上の、遺跡大国日
本。有名な遺跡はもちろん、近・
現代の埋蔵文化財のうち、考古
学史上、あるいは地域史におい
て意義ある発見・調査を取り上げ、
各地域の文化遺産を掘り下げる。

47都道府県・米/雑穀百科

47都道府県・くだもの百科

学術1アクセス 12,600円+税

学術1アクセス 12,600円+税

井上 繁 著
底本ISBN ： 9784621301821
底本発売：2017年10月

井上 繁 著
底本ISBN ： 9784621301678
底本発売：2017年5月

各種のお米のおいしさや地域特
性との関連性、開墾・水田の普
及の歴史や品種改良などでの背
景や逸話を含め、紹介。各地の
JAへの取材から見える、地域の
お米・雑穀銘柄や特徴とは。巻
末には品種・銘柄索引を収録。

47都道府県で生産されている果
物を取り上げ、地域独自の品種
やその栽培面積、収穫高の全国
順位、出荷時期などを解説。産
地が提案するおいしい食べ方や
加工品とともに、果物の普及に
向けた各地のさまざまな取り組み
も紹介。

47都道府県・公園/庭園百科
学術1アクセス 12,600円+税

学術1アクセス 12,600円+税

西田 正憲 著
底本ISBN ： 9784621301807
底本発売：2017年8月

香川 雅信 著
底本ISBN ： 9784621301586
底本発売：2017年9月

公園と庭園は、誰もが「土地その
もの」を楽しむことができる、身近
な地域観光資源です。全国各地
の公園・庭園のうち約340事例を
厳選し、地域固有の自然・風景・
歴史・文化とのふれあい方、楽し
み方を紹介。「全国自然公園一
覧」「全国の庭園一覧」も収録。

各地の生活文化・歴史に息づい
た妖怪＝鬼、天狗、海の怪、川の
主、人魂、座敷童子、狐、人魚な
ど、地域の自然現象や史実から
生み出された特徴的な妖怪たち
を、民俗学的視点から都道府県
の切り口で紹介。不思議で非日常
的、かつ身近な妖怪たちの魅力を
知ることができます。
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丸善出版 47都道府県シリーズ 好評既刊

( 2018年12月現在 )

各都道府県ごとにユニークな寺社や信仰(儀式･祭り･行事)について解説し、全国各地の信仰を通観する。
学術1アクセス 12,600円+税

47都道府県・寺社信仰百科

底本ISBN ： 9784621301227

中山 和久 著
底本発売：2017年

保存性が高く、うま味を凝縮した食材としてさまざまな地域で変化を遂げ、地元の味を生み出す乾物・干物を紹介。
学術1アクセス 12,600円+税

47都道府県・乾物/干物百科

底本ISBN ： 9784621300473

星名 桂治 著
底本発売：2017年

脈々と続く日本人の肉食文化を興味深く解説。全国の銘柄肉から馬肉などご当地ならではのお肉、地元料理を紹介。
学術1アクセス 12,600円+税

47都道府県・肉食文化百科

底本ISBN ： 9784621088265

成瀬宇平・横山次郎 著
底本発売：2015年

代表的な350余りの温泉地の泉質と効用、観光対象をまとめ、温泉地の持続可能な発展を図る際に参考になる一冊。

47都道府県・温泉百科
47都道府県・汁物百科
著編者

野崎洋光・成瀬宇平 著

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科
著編者

成瀬宇平・堀 知佐子 著

47都道府県・地鶏百科
著編者

成瀬宇平・横山次郎 著

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科
著編者

亀井千歩子 著

47都道府県・魚食文化百科
著編者

成瀬宇平 著

47都道府県・伝統食百科
著編者

成瀬宇平 著

47都道府県・地名由来百科
著編者

谷川彰英 著

47都道府県・伝統調味料百科
著編者

成瀬宇平 著

47都道府県・こなもの食文化百科
著編者

成瀬宇平 著

47都道府県・伝統行事百科
著編者

神崎宣武 著

学術1アクセス 12,600円+税

山村順次 著

底本ISBN ： 9784621302958

底本発売：2015年

同時1アクセス

12,600円+税

冊子版ISBN

9784621089477

発行年

2015年

同時1アクセス

9784621082041
2009年

商品コード

同時1アクセス

12,600円+税

冊子版ISBN

9784621088012

発行年

2014年

同時1アクセス

商品コード

商品コード
8,400円+税

冊子版ISBN

9784621084069
2011年

同時1アクセス

商品コード

商品コード
12,600円+税

冊子版ISBN

9784621087619
2015年

同時1アクセス

商品コード

商品コード
8,400円+税

冊子版ISBN

9784621085530
2012年

同時1アクセス

商品コード

1014156242

1011492082

8,400円+税

冊子版ISBN
発行年

1019023652

9784621086810
2013年

同時1アクセス
発行年

1012708622

8,400円+税

冊子版ISBN
発行年

1012708624

9784621080658
2009年

同時1アクセス
発行年

1020598988

8,400円+税

冊子版ISBN
発行年

1016124044

9784621089750
2016年

同時1アクセス
発行年

1012708623

12,600円+税

冊子版ISBN
発行年

1019315049

8,400円+税

冊子版ISBN
発行年

商品コード

9784621085431
2012年

商品コード

1011227119
2018年12月
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