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2019年  新規配信タイトル  

平成の新語・流行語辞典 
同時1アクセス（本体） ¥12,760  

同時3アクセス（本体） ¥19,140  

冊子版ISBN 9784490109108  

著編者名 米川 明彦  発行年 2019 商品コード 1031031534 

平成時代に生まれた新語・流行語について、その背景や用例などを徹底的に調査・収集した「当時の声」が聞こえ
ることばの辞典。 

現代感動詞用法辞典 
同時1アクセス（本体） ¥15,510  

同時3アクセス（本体） ¥23,265  

冊子版ISBN 9784490108880  

著編者名 浅田 秀子 発行年 2017 商品コード 1031031529 

感動詞・呼びかけ・掛け声など、私たちが発する言葉、マンガの背景などに使われる文字表記までまとめた初めて
の辞典。 

数の漢字の起源辞典 
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 9784490108767  

著編者名 加納 喜光 発行年 2016 商品コード 1031031533 

数と関連のある全ての漢字を「数漢字」として6つに分類。字源・語源からなぜ「数」に用いられるかを明らかにした
新しい辞典。 

日本語学会が総力を挙げ、『国語学大辞典』（1980年刊）を全面改訂。中項

目主義をさらに徹底し、一項目に必要かつ十分な記述を盛り込み、最先端の

日本語学と関連諸領域の研究成果を世に広める最新、最高水準の大辞典。

400名余りの執筆陣を擁し、厳選された約800項目を収録。豊富な参考文献を

項目末尾に示し、本書活用の利便性を高める「分類項目一覧」「日本語年表」

「平仮名字体表」「日英用語対照表」「索引」を収録。 

日本語学会 編  2018年発行 

同時1アクセス(本体) ： ¥93,500  同時3アクセス(本体) ： ¥187,000  

冊子版ISBN ： 9784490109009 商品コード ： 1031096575 

日本語学大辞典  THE INCYCLOPEDIA OF 
JAPANESE LINGUISTICS 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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漢字語源語義辞典 

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 9784490108521  

著編者名 加納 喜光 発行年 2014 商品コード 1031031532 

日常使用する漢字を対象に、語源（由来）と語義（意味）を徹底的に解説！『至高の漢字レファレンス」完成。 

「言いたいこと」から引ける 
 慣用句・ことわざ・四字熟語辞典 

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 9784490108231  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2012 商品コード 1031031530 

文章作成、スピーチ、手紙に役立つ、最も相応しい慣用句・四字熟語を意味・内容から逆引きできる辞典。 

「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 

同時1アクセス（本体） ¥7,260  

同時3アクセス（本体） ¥10,890  

冊子版ISBN 9784490108934  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2017 商品コード 1031031531 

日本古来の優しく情緒豊かなことばを知り、使いこなすために。言いたい内容・使う場面から探せるように分類配列。 

核の世紀 日本原子力開発史 

同時1アクセス（本体） ¥11,440  

同時3アクセス（本体） ¥17,160  

冊子版ISBN 9784490209365  

著編者名 小路田 泰直 ほか 発行年 2016 商品コード 1031031528 

日本の核・原子力・原発をめぐって、政治史的・社会史的・思想史的に歴史学の領域から初めて真正面に考察。 

高野辰之と唱歌の時代 

同時1アクセス（本体） ¥16,500  

同時3アクセス（本体） ¥24,750  

冊子版ISBN 9784490209136  

著編者名 権藤 敦子 発行年 2015 商品コード 1031031527 

「ふるさと」の作詞家とされる高野辰之の、音楽と教育の情熱とは。明治・大正期における音楽教育の実像にせまる。 

近世日本とルソン－「鎖国」形成史再考 

同時1アクセス（本体） ¥18,700  

同時3アクセス（本体） ¥28,050  

冊子版ISBN 9784490207668  

著編者名 清水 有子 発行年 2012 商品コード 1031031526 

多くの未公刊スペイン史料を駆使し、従来の「鎖国」のイメージを変えるきっかけともなる論集。 

『鎌倉遺文』の研究 

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 9784490207323  

著編者名 瀬野 精一郎 発行年 2011 商品コード 1031031525 

「鎌倉遺文」が中世史研究に果たした役割は大きい。研究の基礎となるこの史料集の活用を目指して、提言、問題
提起をする意欲的試み。 
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■好評配信中タイ ト ル■  

戦国大名家辞典  

著編者名 森岡 浩 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥17,050 同時3アクセス（本体） ¥25,575 

冊子版ISBN 9784490108422  商品コード 1018940847 

群雄割拠の戦国時代、全国各地で勢力を争った2025家の戦国大名家を収録した辞
典。大大名から地域の領主まで、出自・来歴・居城・戦国時代以後までを掲載。主要な
大名家には詳細な系図を付す。旧国別索引つき。 

日本名門・名家大辞典  

著編者名 森岡 浩 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥23,375 同時3アクセス（本体） ¥35,062 

冊子版ISBN 9784490108217  商品コード 1018940846 

近世以降に日本国内にて名家として認知されていた一族1000家を収録。肩書きなど
にはとらわられず、商家や工芸家をはじめ、豪農や芸能関係なども含める。爵位を授
与された華族の一覧も附す。 

全国名字大辞典  

著編者名 森岡 浩 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥15,675 同時3アクセス（本体） ¥23,512 

冊子版ISBN 9784490108088  商品コード 1018940845 

日本国内に存在する、およそ6500種(旧字・異体字表記を含めると、約7000種)の名字
を収録。それぞれの由来や発祥地、分布などがわかるように解説し、全国・県単位のラ
ンキングも掲載する。 
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古記録による天候記録 全6巻 

全6巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥457,600 ¥686,400 

 1001年1月1日～1600年12月31日を１ケ月毎に一覧表でまとめた。 
 天候記事や干ばつ、洪水、地震などの自然災害も記録されている。 
 数多の出典史料も明記。目次機能で月毎にリンク！（テキスト検索不可） 

古記録から当時の天候を復元することで、地震や大雨などの災害の他、飢饉や疫病の
発生、また合戦で火を使わなかった理由など、歴史の中の多くの史実が見えてくる！ 

水越 允治 著 

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 

古記録による11世紀の天候記録 2014  9784490208641  ¥77,000  ¥115,500  1016436434  

古記録による12世紀の天候記録 2012  9784490207859  ¥77,000  ¥115,500  1016436435  

古記録による13世紀の天候記録 2010  9784490207002  ¥77,000  ¥115,500  1016436436  

古記録による14世紀の天候記録 2008  9784490206258  ¥66,000  ¥99,000  1016436437  

古記録による15世紀の天候記録 2006  9784490205800  ¥83,600  ¥125,400  1016436438  

古記録による16世紀の天候記録 2004  9784490205169  ¥77,000  ¥115,500  1016436439  
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