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2019年 新規配信タイトル 

源氏物語と平安朝漢文学 

著編者名 長瀬 由美 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥19,250 同時3アクセス（本体） ¥26,950 

冊子版ISBN 9784585291732  商品コード 1030515177 

交響する和と漢。平安時代の文人貴族にとって、漢の思想・文化は、ある種の規範かつ憧憬の対象としてあった。な
かでも白居易の詩文は日本に舶載されて以来、広く愛され、日本の漢文世界に深く根をおろすとともに、『源氏物語』
などの物語文学を育む豊かな土壌となった。仮名文学が興隆して国風文化が開花し、また一方で、漢文学的な文化
潮流が再興し頂点に達した一条朝の時代―。その時代に花開いた和漢の作品を丁寧に読み込み、そこにあらわれる
表現を丹念に分析することで、和の内なる漢のあり方、和漢の交響を文学史上に位置付ける。 

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 

うつほ物語大事典 

著編者名 学習院大学平安文学研究会 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784585200178  商品コード 1030884446 

平安時代中期に成立した長編物語『うつほ物語』。その基本的な事項の説明から画期的な新見解まで幅広く掲載し
た初の総合事典。◎10のジャンルに分け、基本的な事項の説明から画期的な新見解まで幅広く掲載。 ◎多彩な項
目立てと多角的な観点から物語を考察。 ◎登場人物事典には五十名を超える主要登場人物編から脇役・端役編も
収録。 ◎各巻ごとの梗概を附すことで物語読解の利便性をはかり、初学者も手にとりやすい。 ◎物語内容を深く掘
り下げた考察と幅広い享受史への展望により、新たな『うつほ物語』研究をひらく。 

天皇皇族歴史伝説大事典 

著編者名 志村 有弘 発行年 2008 

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 9784585060635  商品コード 1030071718 

【歴代全天皇を網羅】初代神武天皇から第125代今上天皇まで、歴代全天皇を時代順に網羅。通読することで、日本
の歴史、文化がわかる。【1400以上の皇族を収載】歴代天皇だけでなく関連する皇族も可能な限り収載。1400項目を
超える圧倒的なボリュームで、類例のない総合的な皇室事典を実現した。【詳細な記述内容】生没年、在位年、系譜、
事績、墓陵などについて詳細な調査を行ない、特に【歴史・伝説】の項では各人物の伝説伝承にまで言及、「読む事
典」を目指した。【信頼の執筆陣】研究者、郷土史家、作家など、最適の執筆陣が信頼のおける資料に基づいて明解
な執筆を行なった。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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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 

幕末会津藩松平容保の慟哭 
 ―北方領土を守った男たちの最期― 

鈴木 荘一 2018 9784585222187 ¥2,200  ¥3,300  1028700567 

幕末の天才徳川慶喜の孤独 
 ―平和な「議会の時代」を目指した文治路線の挫折― 

鈴木 荘一 2018 9784585222248 ¥2,200  ¥3,300  1028700568 

比較中学歴史教科書 ―国際派日本人を育てる― 伊勢 雅臣 2018 9784585222255 ¥2,420  ¥3,630  1029161110 

軍拡中国に対処する ―独裁国家に屈するのか― 矢野 義昭 2018 9784585230663 ¥4,620  ¥5,720  1029161111 

三島由紀夫の切腹 ―よみがえる葉隠精神― 北影 雄幸 2018 9784585215363 ¥7,150  ¥11,000  1029161112 

西大寺本金光明最勝王經古點の國語學的研究  
（春日政治著作集 別巻） 

春日 政治 1985 9784585981008 ¥22,000  ¥33,000  1029312001 

青空の下で読むニーチェ 宮崎 正弘 2018 9784585210511 ¥2,420  ¥3,630  1029342069 

それでも東條英機は太平洋戦争を選んだ 
 ―昭和天皇が信頼した男の正体― 

鈴木 荘一 2018 9784585222262 ¥2,200  ¥3,300  1029342070 

オウム事件の本質 ―考古学が解く混迷の現代― 竹岡 俊樹 2018 9784585210504 ¥5,500  ¥7,700  1029342071 

季語をさかのぼる 小林 祥次郎 2018 9784585280453 ¥8,800  ¥12,650  1029342072 

建築家ヴォーリズの「夢」 
 ―戦後民主主義・大学・キャンパス― 

高沢 紀恵 2019 9784585230656 ¥12,100  ¥16,500  1029728078 

図説道教医学 ―東洋思想の淵源を学ぶ― 吉元 昭治 2018 9784585240099 ¥110,000  ¥165,000  1029834003 

天皇論の名著 北影 雄幸 2018 9784585215370 ¥7,700  ¥11,550  1029834004 

邪馬台国は存在しなかった （勉誠選書） 田中 英道 2019 9784585234081 ¥2,200  ¥3,300  1029834005 

由緒・偽文書と地域社会 ―北河内を中心に― 馬部 隆弘 2019 9784585222316 ¥30,250  ¥42,350  1029973228 

陸軍の横暴と闘った西園寺公望の失意 
 ―政党政治の育成を目指した上級公卿の挫折― 

鈴木 荘一 2019 9784585222323 ¥2,200  ¥3,300  1029973229 

紙の日本史 ―古典と絵巻物が伝える文化遺産― 池田 寿 2017 9784585221760 ¥5,280  ¥7,920  1030183784 

日本の神話・伝説を歩く 吉元 昭治 2014 9784585220879 ¥10,560  ¥15,840  1030360454 

張恨水の時空間 ―中国近現代大衆小説研究― 阪本 ちづみ 2019 9784585291800 ¥10,010  ¥14,630  1030360942 

日本の文化財 ―守り、伝えていくための理念と実践― 池田 寿 2019 9784585200642 ¥8,800  ¥12,320  1030515178 

マハーバーラタ入門 ―インド神話の世界― 沖田 瑞穂 2019 9784585210528 ¥4,950  ¥6,930  1030515181 

書籍流通史料論序説 鈴木 俊幸 2012 9784585220244 ¥22,000  ¥33,000  1030574734 

2019年 新規配信タイトル 
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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 

近世・近代初期書籍研究文献目録 鈴木 俊幸 2014 9784585220923 ¥17,600  ¥26,400  1030574735 

出版文化のなかの浮世絵 鈴木 俊幸 2017 9784585270423 ¥8,360  ¥12,540  1030574736 

親日台湾の根源を探る ―台湾原住民神話と日本人― 諏訪 春雄 2019 9784585222392 ¥2,750  ¥3,850  1030590841 

フーバー大統領が明かす日米戦争の真実 
 ―米国民をも騙した謀略― 

加瀬 英明 2019 9784585230670 ¥2,420  ¥3,630  1030590842 

昭和天皇の苦悩終戦の決断 
 ―昭和20年1月-昭和20年8月― 

加瀬 英明 2019 9784585222378 ¥2,750  ¥3,850  1030590843 

昭和天皇の苦闘巡幸と新憲法 
 ―昭和20年8月-昭和26年4月― 

加瀬 英明 2019 9784585222385 ¥2,750  ¥3,850  1030590844 

巴里に死す 新装版 芹沢 光治良 2019 9784585291817 ¥4,840  ¥6,820  1030590845 

昭和の宰相近衛文麿の悲劇 
 ―外務省興亜派の戦争責任― 

鈴木 荘一 2019 9784585222415 ¥2,200  ¥3,300  1030682519 

グローバリズムを越えて自立する日本 加瀬 英明 2019 9784585230694 ¥2,420  ¥3,630  1030682520 

不平等ではなかった幕末の安政条約 
 ―関税障壁20%を認めたアメリカ・ハリスの善意― 

鈴木 荘一 2019 9784585222453 ¥2,200  ¥3,300  1030682522 

誤りと偽りの考古学・纒向 
 ―これは、第二の旧石器捏造事件だ!―（勉誠選書） 

安本 美典 2019 9784585222422 ¥4,950  ¥6,930  1030682523 

邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!! 
 ―「畿内説」における「失敗の本質」―（勉誠選書） 

安本 美典 2019 9784585222439 ¥4,950  ¥6,930  1030831380 

誰も語らなかった フェルメールと日本 田中 英道 2019 9784585270522 ¥4,180  ¥5,830  1030831381 

雪の二・二六 ―最大の反戦勢力は粛清された― 鈴木 荘一 2019 9784585222491 ¥2,200  ¥3,300  1030831382 

成功していた日本の原爆実験 ―隠蔽された核開発史― 
ロバート・ウィル
コックス 

2019 9784585222460 ¥12,430  ¥17,380  1030831383 

日本SF誕生 ―空想と科学の作家たち― 豊田 有恒 2019 9784585291848 ¥4,950  ¥6,930  1030831384 

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― 

片桐 一男 2019 9784585222446 ¥16,500  ¥23,100  1030831385 

六条藤家歌学書の生成と伝流 梅田 径 2019 9784585291787 ¥17,600  ¥26,400  1030884447 

史料が語るノモンハン敗戦の真実 阿羅 健一 2019  9784585222507  ¥5,500  ¥7,700  1030990080  

戦国期武田氏領の研究 ―軍役・諸役・文書― 柴辻 俊六 2019  9784585222484  ¥26,950  ¥37,730  1030990081  

発見！ ユダヤ人埴輪の謎を解く 田中英道 2019  9784585222521  ¥2,750  ¥3,850  1030990083  

2019年 新規配信タイトル 
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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) 書物学こと始め  2014 9784585207016 ¥3,300  ¥4,950  1015839743 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

編集部 編 

書物學 = Bibliology  
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 

シリーズ 

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 

権利処理と法の実務 （1） 数藤 雅彦 2019 9784585202813 ¥7,150  ¥9,900  1030360941 

災害記録を未来に活かす （2） 今村 文彦 2019 9784585202820 ¥7,150  ¥9,900  1030831386 

   デジタルアーカイブ・ベーシックス  

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 

ささえあう図書館 
 ―「社会装置」としての新たなモデルと役割― 

青柳 英治 2016 9784585200390 ¥3,960  ¥5,940  1020711526 

知って得する図書館の楽しみかた  吉井 潤 2016 9784585200444 ¥3,960  ¥5,940  1020711527 

ポストデジタル時代の公共図書館 = Post digital public library  植村 八潮 2017 9784585200574 ¥4,400  ¥6,600  1025431638 

司書のお仕事 ―お探しの本は何ですか?― 大橋 崇行 2018 9784585200611 ¥3,960  ¥5,940  1028340373 

図書館の日本史  新藤 透 2019 9784585200673 ¥9,900  ¥13,860  1030515176 

5冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥26,180 ¥38,280 
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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 

古代の日本列島と東アジア （1） 2017 9784585222019 ¥22,000  ¥33,000  1028973189 

遣唐使から巡礼僧へ （2） 2018 9784585222026 ¥22,000  ¥33,000  1028973190 

高麗・宋元と日本 （3） 2017 9784585222033 ¥22,000  ¥33,000  1028973191 

通史と史料の間で （4） 2018 9784585222040 ¥22,000  ¥33,000  1028973192 

虚心に史料と対峙し、地域・時代を越えて数々の卓越
した業績を残した碩学の軌跡 

4冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥88,000 ¥132,000 

石井正敏著作集  石井 正敏 著 

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 

特集地域情報学の創出 （113） アジア遊学編集部 2008 9784585104117  ¥4,400 ¥6,600 1014037372 

特集東アジアの文学圏 ―比較から共有へ―（114） アジア遊学編集部 2008 9784585103646  ¥4,400 ¥6,600 1014037373 

特集日本で暮らす外国人 ―地方都市の日系人・アジア人―（117） アジア遊学編集部 2008 9784585104148  ¥4,400 ¥6,600 1013985259 

特集古典キャラクターの展開 （118） アジア遊学編集部 2009 9784585104155  ¥4,400 ¥6,600 1013985260 

東アジアの死者の行方と葬儀 （124） 諏訪 春雄 2009 9784585104216  ¥4,400 ¥6,600 1013985261 

アジアの怪奇譚 （125） 志村 有弘 2009 9784585104223  ¥4,400 ¥6,600 1013985262 

「琴(きん)」の文化史 ―東アジアの音風景―（126） 荻 美津夫 2009 9784585104230  ¥4,400 ¥6,600 1013985263 

キリシタン文化と日欧交流 （127） 小峯 和明 2009 9784585104247  ¥4,400 ¥6,600 1013985264 

古代世界の霊魂観 （128） 加藤 隆浩 2009 9784585104254  ¥4,400 ¥6,600 1013985265 

中国のイスラーム思想と文化 （129） 堀池 信夫 2009 9784585104261  ¥4,400 ¥6,600 1013985266 

古典化するキャラクター （130） 相田 満 2010 9784585104278  ¥4,400 ¥6,600 1013985267 

道教美術の可能性 （133） 齋藤 龍一 2010 9784585104308  ¥5,500 ¥8,250 1013985268 

東アジアをめぐる金属工芸 ―中世・国際交流の新視点―（134） 久保 智康 2010 9784585226000  ¥6,160 ¥9,240 1013985269 

出雲文化圏と東アジア （135） 芦田 耕一 2010 9784585226017  ¥4,400 ¥6,600 1013774769 

東西交渉とイラン文化 （137） 井本 英一 2010 9784585226031  ¥4,400 ¥6,600 1013985270 

アイヌ史を問いなおす ―生態・交流・文化継承―（139） 蓑島 栄紀 2011 9784585226055  ¥4,400 ¥6,600 1013774770 

旧鈔本の世界 ―漢籍受容のタイムカプセル―（140） 神鷹 徳治 2011 9784585226062  ¥4,400 ¥6,600 1015358825 

帝国崩壊とひとの再移動 ―引揚げ、送還、そして残留―（145） 蘭 信三 2011 9784585226116  ¥5,280 ¥7,920 1013941438 

民国期美術へのまなざし ―辛亥革命百年の眺望―（146） 瀧本 弘之 2011 9784585226123  ¥5,280 ¥7,920 1013941437 

唐物と東アジア ―舶載品をめぐる文化交流史―（147） 河添 房江 2011 9784585226130  ¥4,400 ¥6,600 1013985271 

王朝から「国民国家」へ ―清朝崩壊100年―（148） 楊 海英 2011 9784585226147  ¥4,400 ¥6,600 1013941436 

東アジアのサブカルチャーと若者のこころ （149） 千野 拓政 2012 9784585226154  ¥4,400 ¥6,600 1013941435 

アジアの「教養」を考える ―学問のためのブックガイド―（150） アジア遊学編集部 2012 9784585226161  ¥4,400 ¥6,600 1013941433 

東アジアの王権と宗教 （151） 小島 毅 2012 9784585226178  ¥4,400 ¥6,600 1014037374 

東アジアの短詩形文学 ―俳句・時調・漢詩―（152） 静永 健 2012 9784585226185  ¥5,280 ¥7,920 1013985272 

もう一つの古典知 ―前近代日本の知の可能性―（155） 前田 雅之 2012 9784585226215  ¥5,280 ¥7,920 1013985273 

大谷光瑞 ―「国家の前途」を考える―（156） 柴田 幹夫 2012 9784585226222  ¥4,400 ¥6,600 1013941434 

東アジアの結婚と女性 ―文学・歴史・宗教―（157） 仁平 道明 2012 9784585226239  ¥5,280 ¥7,920 1013985274 

古事記 ―環太平洋の日本神話―（158） 丸山 顯徳 2012 9784585226246  ¥4,400 ¥6,600 1013985275 

「予言文学」の世界 ―過去と未来を繋ぐ言説―（159） 小峯 和明 2012 9784585226253  ¥5,500 ¥8,250 1013985276 

契丹「遼」と10〜12世紀の東部ユーラシア （160） 荒川 慎太郎 2013 9784585226260  ¥6,160 ¥9,240 1030071717 

「偽」なるものの「射程」 ―漢字文化圏の神仏とその周辺―（161） 千本 英史 2013 9784585226277  ¥5,500 ¥8,250 1013985277 

日本近世文学と朝鮮 （163） 染谷 智幸 2013 9784585226291  ¥5,280 ¥7,920 1015358826 

周作人と日中文化史 （164） 伊藤 徳也 2013 9784585226307  ¥5,280 ¥7,920 1013941432 

シルクロードの来世観 （192） 白須 浄真 2015 9784585226581  ¥4,400 ¥6,600 1020251173 

世界から読む漱石『こころ』 （194） アンジェラ・ユー 2016 9784585226604  ¥4,400 ¥6,600 1028395294 

文化大革命を問い直す （203） 土屋 昌明 2016 9784585226697  ¥5,280 ¥7,920 1028560726 

交錯する台湾認識 ―見え隠れする「国家」と「人びと」―（204） 陳 来幸 2016 9784585226703  ¥6,160 ¥9,240 1029766362 

魏晋南北朝史のいま （213） 窪添 慶文 2017 9784585226796  ¥6,160 ¥9,240 1026194689 

台湾の日本仏教 ―布教・交流・近代化―（222） 柴田 幹夫 2018 9784585226888  ¥6,160 ¥9,240 1029348534 

アジア遊学 シリーズ 
40冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥195,140 ¥292,710 
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鉄幹晶子全集 逸見久美ほか 編 

38冊 揃価格 
（全32巻セット＋別巻6巻) 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥547,800 ¥811,800    

別 巻 
与謝野寛と晶子が生前発表したすべての単行本を編年体で刊
行した、初の夫婦全集、「鉄幹晶子全集 全32巻」（本文篇31巻
＋全歌集五句索引篇）。その完結ののち、単行本未収録の作品
群をまとめる「鉄幹晶子全集別巻」。短歌、詩（漢詩を含む）、小
説、評論、随想、童話、古典翻訳など、単行本未収録作品から
没後発見の貴重な資料までを網羅する。 

本全集は与謝野鉄幹（与謝野寛）と晶子が生前に刊行した単行本を編年体で集成したもの
で、鉄幹11作品、晶子69作品、ふたりの共著5作品を本文篇全31巻にまとめ、第32巻は「全
歌集五句索引篇」は、鉄幹と晶子の全歌を網羅し、五句すべてで検索可能にした歌の総索
引である。日本初の夫婦全集。 
短歌はもとより、詩・評論・紀行文・童話・古典現代語訳など、ふたりの広範な創作活動を反
映し、収録作品も多岐にわたる。日本文学史上に永遠に名をとどめるふたりの全貌を知る、
初の鉄幹全集にして、晶子全集の決定版!! 

全32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 

¥422,400 ¥633,600    1022212454 

正訳 源氏物語 本文対照 全10巻（分売可） 
中野 幸一 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

第1冊  2015 9784585295716 1022133857 第6冊  2016 9784585295761 1024633725 

第2冊  2016 9784585295723 1022133858 第7冊  2016 9784585295778 1024633726 

第3冊  2016 9784585295730 1022133859 第8冊  2017 9784585295785 1024633727 

第4冊  2016 9784585295747 1022212497 第9冊  2017 9784585295792 1024633728 

第5冊  2016 9784585295754 1022212498 第10冊  2017 9784585295808 1025102589 

書名 発行年 商品コード 書名 発行年 商品コード 

源氏物語語彙用例総索引 付属語篇 1 1994 1022212492 源氏物語語彙用例総索引 付属語篇 4 1996 1022212495 

源氏物語語彙用例総索引 付属語篇 2 1996 1022212493 源氏物語語彙用例総索引 付属語篇 5 1996 1022212496 

源氏物語語彙用例総索引 付属語篇 3 1996 1022212494 源氏物語語彙用例総索引 付属語篇 別冊 1996 -  

付属語篇全5巻+別冊 

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 

¥281,600 ¥422,400 1022212490  

全10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 

¥55,000 ¥82,500 1025102590  

同時１アクセス（本体） ¥5,500 同時３アクセス（本体） ¥8,250 

同時１アクセス（本体） ¥56,320 同時３アクセス（本体） ¥84,480 

源氏物語語彙用例総索引 自立語篇 全５巻（分売不可） 上田英代・村上征勝ほか 著編 

全5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 

¥314,600  ¥471,900 1016114024  

源氏物語語彙用例総索引 付属語篇 全５巻＋別冊 (1～5巻は分売可） 

上田英代・村上征勝ほか 著編 
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