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吉川弘文館は創業以来、人類誕生から現在に至る 

あらゆる分野の歴史・文化にかかわる出版を中心に 

歩んでまいりました。 

今後も読書界の要望・期待に応えるべく、 

良書及び魅力ある出版を目指してまいります。 

新たに、日本史、世界史の学生向けの基本図書として 

定評のある「歴史文化ライブラリー」が第1巻より電子化！ 

その他にも新刊はもちろん、 

好評配信中の「日本随筆大成」「読みなおす日本史」など 

歴史・文化の貴重資料を余すところなく掲載！ 

図書館必携のコレクションとしてもおすすめです！ 
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2018-19年最新タイトル  

民俗伝承学の視点と方法 
 ―新しい歴史学への招待― 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784642082037  

著編者名 新谷 尚紀 発行年 2018 商品コード 1029342002 

柳田国男と折口信夫の民俗学創生の思想を受け継ぎ、その学問構想を堅実に発展させる「民俗伝承学」を新たに
提唱。個別事例研究と比較研究の両者の活用という、民俗学にとって基本的な研究法により、文献史学と共存・協
業する実践例として執筆された論文を収載する。文献史学に新たな視点と方法を提案して、もう一つの新しい歴史
世界をひらく注目の書。 

古代の祭祀構造と伊勢神宮 

同時1アクセス（本体） ¥35,200 

同時3アクセス（本体） ¥52,800 

冊子版ISBN 9784642046510  

著編者名 塩川 哲朗 発行年 2018 商品コード 1029342001 

古来、日本人はどのように神を信仰してきたのか。「神祇令」記載の国家祭祀と、伊勢神宮祭祀を中心に実態を追
究。国家祭祀と各地の祭祀が二重で存在することや、各地の祭祀は在地に任されていることなど、古代祭祀構造
の特徴を論証する。さらに、神道史研究の大家西田長男の学問研究と思想性を再評価し、古代祭祀構造の根本を
明らかにした注目の書。 

近代日本の消費と生活世界 

同時1アクセス（本体） ¥31,900 

同時3アクセス（本体） ¥47,850 

冊子版ISBN 9784642038799  

著編者名 中西 聡 発行年 2018 商品コード 1029341999 

地方資産家の家計史料をもとに、近代期の衣食住や教育、医療、冠婚葬祭、余暇といった消費生活の多様な局面
に迫る。各家の所得・所在地・職種などの差異に留意した比較検討を通して、文明開化による舶来品流入や百貨
店の成立が消費文化に与えた影響を考察。日用品・サービスの購入や贈答の観点から、近代化のなかの生活世
界を実証的に描き出す。 

日本古代の官司と政務 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784642046527  

著編者名 佐々木 恵介 発行年 2018 商品コード 1029341997 

古代日本における政務のありかたについて具体的に迫る論考集。任官申請・任官結果伝達の方法とその変遷、任
官儀礼の意義を、奈良時代から平安時代までを見通して鋭く考察する。また、『小右記』を主とする古記録類の詳細
な検討から、太政官や近衛府・検非違使庁等の政務運営の実態を復原。地方社会における政務に関する論考も収
録する注目の一冊。 

中近世山村の生業と社会 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784642029490  

著編者名 白水 智 発行年 2018 商品コード 1029161064 

現代よりはるかに不便であったはずの近代以前、山村の人々はなぜ山を下りずに住み続けたのか。信濃国秋山と
甲斐国早川入を中心に、生活文化体系の巨視的な視座から中近世山村の生業や特質、外部社会との交流などを
解明。自然環境の多様な利用方法、近隣との山野争論、野生動物の狩猟などの事例から、従来の山村＝「後れた
農村」観に一石を投じる。 
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2018-19年最新タイトル  

戦国大名大友氏の館と権力 

同時1アクセス（本体） ¥26,400 

同時3アクセス（本体） ¥39,600 

冊子版ISBN 9784642029513  

著編者名 鹿毛 敏夫 発行年 2018 商品コード 1029161063 

九州の大分市で戦国大名大友氏の館跡が発見されてから２０年。文献史学・考古学を専攻する１６名の執筆者が、
これまでの発掘調査の軌跡と大友氏の権力構造解明に関する学際的研究の到達点を、大名居館論、権力論、領
国論の３つの論点から検討した注目の論文集。キリシタン大名として積極的に海外との交易を行い、繁栄を極めた
大友氏の実像に迫る。 

前近代日本の交通と社会  
（日本交通史への道 1） 

同時1アクセス（本体） ¥40,700 

同時3アクセス（本体） ¥61,050 

冊子版ISBN 9784642034890  

著編者名 丸山 雍成 発行年 2018 商品コード 1029161060 

近世交通史の研究を牽引してきた著者による、前近代を中心に隣接分野にも及ぶ日本交通史の研究成果を集成
する。古代から近世までの交通史概観、五街道と脇街道、長崎街道など九州の諸街道、日本橋・箱根関所に関す
る考察をはじめ、いわゆる「慶安御触書」、古九谷論争、九州の織豊城郭、中津城・福岡城の天守、九州の豪商な
ど、多彩な論考を収載する。 

古墳時代の王権と集団関係 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784642093507  

著編者名 和田 晴吾 発行年 2018 商品コード 1029161059 

全国各地の古墳はいかなる契機で造られ、その規模・形が選択されたのか。その編年・時期区分を検証し、古墳の
築造状況を全国的視野から捉え直す。前方後円墳を頂点とする古墳の秩序の形成とその変化を追究し、ヤマト王
権と地域勢力の関係を論じる。首長連合体制から中央集権的体制への転換を明らかにし、古墳時代の国家と社会
の実態に迫る注目作。 

東北の幕末維新 
 ―米沢藩士の情報・交流・思想― 

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 9784642083416  

著編者名 友田 昌宏 発行年 2018 商品コード 1029161058 

激動の幕末、内外情勢の把握が藩の命運を分けるほどの高度情報化社会に、奥羽諸藩はどのように対応したの
か。列藩同盟を主導した米沢藩にあって情報の重要性を訴えた甘糟継成と、探索周旋活動に努めた宮島誠一郎、
雲井龍雄。彼らが動乱に向き合い紡いだ思想と維新後に歩んだ異なる道を、時局の推移とともに追い、敗者の視
点から幕末維新を描く。 

「東京オリンピック」の誕生 
 ―1940年から2020年へ― 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784642038812  

著編者名 浜田 幸絵 発行年 2018 商品コード 1029161057 

１９４０年開催予定であった幻の東京オリンピックから、１９６４年をへて２０２０年へ。いかに開催地として選定され、
人々に受容されてきたのか。戦時に返上した挫折をへて、戦後の開催へ招致活動した在米日系人やＩＯＣの動向な
ど、その連続性に焦点を当てて描く。聖火リレーが引き継がれる実態やテレビ放送など、メディア史から描き出す決
定版。 
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2018-19年最新タイトル  

幕末対外関係と長崎 

同時1アクセス（本体） ¥31,900 

同時3アクセス（本体） ¥47,850 

冊子版ISBN 9784642034920  

著編者名 吉岡 誠也 発行年 2018 商品コード 1029161056 

江戸幕府の直轄地として独自の歩みを重ねてきた貿易都市長崎。幕末の開国と政情不安は、従来の長崎のあり
方をいかに変えさせたのか。対外関係業務の変質、長崎奉行の組織改革、港内警衛体制再編など、外国人との接
触が日常的に展開される「現場」レヴェルの視角に立ち、その実態を追究。開港場長崎の近世的統治の限界と近
代への転換を考察した意欲作。 

奄美諸島編年史料 古琉球期編下 

同時1アクセス（本体） ¥80,300 

同時3アクセス（本体） ¥120,450 

冊子版ISBN 9784642014182  

著編者名 石上 英一 発行年 2018 商品コード 1029161055 

奄美諸島の歴史を知るための史料集の続巻。島津氏による琉球本島制圧が始まる１６０９年３月２５日から、奄美
諸島が琉球国統治体制から島津氏の直轄支配地への移行の画期となった大嶋置目に関わる１６２４年までを、三
浦按針の２度の大島漂到記録も含め収録。奄美諸島を渡る明から日本への航路記、おもろそうしや地図なども収
録する充実の構成。 

後一条天皇即位 
 （現代語訳小右記 7） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784642018227  

著編者名 藤原 実資 発行年 2018 商品コード 1029161054 

敦明親王を東宮に立てることを条件に、三条天皇がついに譲位し、道長外孫の後一条天皇が即位する。外祖父摂
政の座に就いた道長に対する実資の眼差しや如何に。国母となった彰子の政治力についても詳細に記録する。 

植民地遊廓 
 ―日本の軍隊と朝鮮半島― 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784642038805  

著編者名 金 富子 発行年 2018 商品コード 1028700585 

近代日本による朝鮮侵略のなか、移植された日本式の公娼制は、植民地社会にいかなる影響を与えたのか。居留
地遊廓から植民地遊廓へと再編・普及した過程と実態を、軍との関係に注目し、南部（京城・馬山・鎮海）と北部（羅
南・会寧・咸興・慶興）に分けて考察。史資料に見えない娼妓たちの姿を、オーラルヒストリーやメディア記事から掘
り起こす。 

源氏長者 
 ―武家政権の系譜― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784642083409  

著編者名 岡野 友彦 発行年 2018 商品コード 1028700583 

武家政権の正当性には、「征夷大将軍」だけでなく「源氏長者」という地位が必要だった。源氏の誕生から、公家源
氏（嵯峨～村上源氏）と武家源氏（清和源氏）の系譜、天下人の「源氏願望」の実態などを検証し、源氏長者である
ことがいかに重要なのかを解明。「日本」とは何かという問題にも論及する。本編を具体的に補完する論考二編を
付した注目の一冊。 
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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 

幕末以降帝国軍艦写真と史実 海軍有終会 2018 9784642038829 ¥19,800  ¥29,700  1029342004 

食事と作法 （日本の食文化 1） 小川 直之 2018 9784642068369 ¥8,910  ¥13,365  1029502714 

近世関東の土豪と地域社会 鈴木 直樹 2018 9784642034937 ¥26,400  ¥39,600  1029502716 

中世初期の<謀叛>と平治の乱 古澤 直人 2018 9784642029537 ¥35,200  ¥52,800  1029502717 

日本の梵鐘 （新装版） 坪井 良平 2018 9784642016605 ¥55,000  ¥82,500  1029502719 

明治期の立憲政治と政党  
―自由党系の国家構想と党史編纂― 

中元 崇智 2018 9784642038782 ¥28,600  ¥42,900  1028700581 

戦国期細川権力の研究 馬部 隆弘 2018 9784642029506 ¥57,200  ¥85,800  1028700580 

飛鳥・藤原の宮都を語る  
―「日本国」誕生の軌跡― 

相原 嘉之 2018 9784642083386 ¥6,270  ¥9,405  1028506626 

建物が語る日本の歴史 海野 聡 2018 9784642083362 ¥7,920  ¥11,880  1028301471 

幕末維新のリアル 
 ―変革の時代を読み解く7章― 

上田 純子 2018 9784642083379 ¥7,260  ¥10,890  1028301470 

現代日本の葬送と墓制 
 ―イエ亡き時代の死者のゆくえ― 

鈴木 岩弓 2018 9784642082020 ¥12,100  ¥18,150  1028063223 

古代国府の成立と国郡制 大橋 泰夫 2018 9784642046497 ¥27,500  ¥41,250  1028063221 

中世荘園村落の環境歴史学  
―東大寺領美濃国大井荘の研究― 

海老澤 衷 2018 9784642029476 ¥27,500  ¥41,250  1028063220 

近世武家社会の奥向構造  
―江戸城・大名武家屋敷の女性と職制― 

福田 千鶴 2018 9784642034883 ¥28,600  ¥42,900  1027882432 

アジア・太平洋戦争と石油 
 ―戦備・戦略・対外政策― 

岩間 敏 2018 9784642038768 ¥9,900  ¥14,850  1027882430 

帝国日本の外交と民主主義 酒井 一臣 2018 9784642038775 ¥22,000  ¥33,000  1027882429 

絵図と徳川社会  
―岡山藩池田家文庫絵図をよむ― 

倉地 克直 2018 9784642034876 ¥14,300  ¥21,450  1027882428 

日本中世国制史論 佐々木 宗雄 2018 9784642029469 ¥31,900  ¥47,850  1027882427 

皇后四代の歴史 
 ―昭憲皇太后から美智子皇后まで― 

森 暢平 2018 9784642083331 ¥7,260  ¥10,890  1027882426 

日本古代木簡論 馬場 基 2018 9784642046473 ¥27,500  ¥41,250  1027882425 

中世の荘園経営と惣村 似鳥 雄一 2018 9784642029452 ¥31,900  ¥47,850  1027659391 

三条天皇の信任 （現代語訳小右記 6） 藤原 実資 2018 9784642018210 ¥9,900  ¥14,850  1027659390 

木器編 （モノと技術の古代史） 宇野 隆夫 2018 9784642017398 ¥18,700  ¥28,050  1027659389 

近代日本の地域と文化 羽賀 祥二 2018 9784642038751 ¥31,900  ¥47,850  1027441244 

近代日本の歴史意識 羽賀 祥二 2018 9784642038744 ¥31,900  ¥47,850  1027441243 

古墳時代の国家形成 下垣 仁志 2018 9784642093521 ¥19,800  ¥29,700  1027441241 

景観史と歴史地理学 金田 章裕 2018 9784642046480 ¥31,900  ¥47,850  1027441240 

考える江戸の人々 
 ―自立する生き方をさぐる― 

柴田 純 2018 9784642083324 ¥8,250  ¥12,375  1027441239 

「近代都市」広島の形成 布川 弘 2018 9784642038737 ¥28,600  ¥42,900  1027441238 

現代民俗学のフィールド 古家 信平 2018 9784642082013 ¥28,600  ¥42,900  1027296189 

2 0 1 8 - 1 9年最新タイトル  
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鷹狩と王朝文学 三保 忠夫 2018 9784642085274 ¥35,200  ¥52,800  1027296188 

将軍・執権・連署  
―鎌倉幕府権力を考える― 

日本史史料 
研究会 

2018 9784642083317 ¥6,600  ¥9,900  1027296187 

律令制と古代国家 佐藤 信 2018 9784642046466 ¥37,400  ¥56,100  1027296185 

史料・史跡と古代社会 佐藤 信 2018 9784642046459 ¥37,400  ¥56,100  1027296184 

正倉院宝物と東大寺献物帳 米田 雄介 2018 9784642046442 ¥28,600  ¥42,900  1027296183 

十七世紀日本の秩序形成 木村 直樹 2018 9784642034869 ¥26,400  ¥39,600  1027296182 

軍事・民衆 （戊辰戦争の新視点 下） 奈倉 哲三 2018 9784642083300 ¥7,260  ¥10,890  1027296181 

近世の摂家と朝幕関係 長坂 良宏 2018 9784642034852 ¥23,100  ¥34,650  1027296180 

古代宮都と関連遺跡の研究 小澤 毅 2018 9784642046435 ¥26,400  ¥39,600  1027296179 

戦国期の村落と領主権力 銭 静怡 2018 9784642029445 ¥24,750  ¥37,125  1027296178 

井上馨と明治国家建設 
 ―「大大蔵省」の成立と展開― 

小幡 圭祐 2018 9784642038713 ¥28,600  ¥42,900  1027116496 

世界・政治 （戊辰戦争の新視点 上） 奈倉 哲三 2018 9784642083294 ¥7,260  ¥10,890  1027116495 

平安時代の后と王権 東海林 亜矢子 2018 9784642046428 ¥26,400  ¥39,600  1027116494 

武士神格化の研究 高野 信治 2018 9784642034821 ¥46,200  ¥69,300  1026888891 

戦争とトラウマ ―不可視化された日本兵
の戦争神経症― 

中村 江里 2018 9784642038690 ¥14,300  ¥21,450  1026888890 

古代国家の土地計画  
―条里プランを読み解く― 

金田 章裕 2018 9784642083287 ¥9,240  ¥13,860  1026888889 

日宋貿易と仏教文化 大塚 紀弘 2017 9784642029407 ¥31,900  ¥47,850  1026888888 

室町期顕密寺院の研究 西尾 知己 2017 9784642029438 ¥31,900  ¥47,850  1026888887 

日本古代の政治と仏教 
 ―国家仏教論を超えて― 

佐藤 文子 2018 9784642046404 ¥31,900  ¥47,850  1026888886 

古代国家の地方支配と東北 今泉 隆雄 2018 9784642046411 ¥26,400  ¥39,600  1026888885 

日本中世社会と禅林文芸 芳澤 元 2017 9784642029421 ¥24,750  ¥37,125  1026888884 

花押・印章図典 
吉川弘文館 

編集部 
2018 9784642083270 ¥10,890  ¥16,335  1026888882 

古代の天皇祭祀と神宮祭祀 藤森 馨 2017 9784642046398 ¥27,500  ¥41,250  1026634668 

古代朝鮮の国家体制と考古学 山本 孝文 2017 9784642081535 ¥28,600  ¥42,900  1026634667 

如来教の成立・展開と史的基盤 
 ―江戸後期の社会と宗教― 

神田 秀雄 2017 9784642034814 ¥31,900  ¥47,850  1026634666 
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歴史文化ライブラリ－ 

歴史に触れる人気のコンテンツがついに第1巻から電子化！ 
今後も新刊分と合わせて続刊予定です。 

 
歴史文化ライブラリーは考古学、古代史、中世史、近世史、近現代史、 
文化史・誌、民俗学・人類学、世界史の八つに大別された叢書です。 

第1巻～第130巻（126冊）揃価格 
同時1アクセス（本体） ￥718,200 
同時3アクセス（本体） ￥1,071,000 

※131巻以降も第二期として刊行予定！ 
 

第406巻～第454巻（49冊）揃価格 
同時1アクセス（本体） ￥292,200 
同時3アクセス（本体） ￥436,800 

※454巻以降も続々刊行予定！ 
毎月の新刊ハイブリッドモデルカタログもお楽しみに。 

 

 

〈1冊の本から広がる知的冒険の旅へ〉をテーマに刊行を開始した歴史文化ライブラリーシリーズ 

第1期 

新刊ハイブリッドモデル
にて提供中！ 

295冊揃価格 同時1アクセス（本体）￥1,668,150 

同時3アクセス（本体）￥2,502,225 

※著作権の関係で本文図版の一部に非表示のものがございます。ご了承くださいませ。 

分売可・各巻詳細についてはリストページをご覧ください。 
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日本人の誕生 ―人類はるかなる旅―（1） 埴原 和郎 1996 9784642054010 ¥5,610 ¥8,415 1025423380 

歴史と民俗のあいだ ―海と都市の視点から―（2） 宮田 登 1996 9784642054027 ¥5,610 ¥8,415 1025423381 

中世の災害予兆 ―あの世からのメッセージ―（3） 笹本 正治 1996 9784642054034 ¥5,610 ¥8,415 1025423382 

江戸の職人 ―都市民衆史への志向―（4） 乾 宏巳 1996 9784642054041 ¥5,610 ¥8,415 1025423383 

会社の誕生 （5） 高村 直助 1996 9784642054058 ¥5,610 ¥8,415 1025423384 

世界文化遺産法隆寺 （6） 高田 良信 1996 9784642054065 ¥5,610 ¥8,415 1025423385 

日本人の他界観 （7） 久野 昭 1997 9784642054072 ¥5,610 ¥8,415 1025423386 

卑賤観の系譜 （8） 神野 清一 1997 9784642054089 ¥5,610 ¥8,415 1025423387 

江戸の旅人たち （9） 深井 甚三 1997 9784642054096 ¥5,610 ¥8,415 1025423388 

国民学校 ―皇国の道―（10） 戸田 金一 1997 9784642054102 ¥5,610 ¥8,415 1025423389 

太平洋戦争と考古学 （11） 坂誥 秀一 1997 9784642054119 ¥5,610 ¥8,415 1025423390 

飛鳥の文明開化 （12） 大橋 一章 1997 9784642054126 ¥5,610 ¥8,415 1025423391 

近世おんな旅日記 （13） 柴 桂子 1997 9784642054133 ¥5,610 ¥8,415 1025423392 

甲子園野球と日本人 ―メディアのつくったイベント―（14） 有山 輝雄 1997 9784642054140 ¥5,610 ¥8,415 1025423393 

民俗都市の人びと （15） 倉石 忠彦 1997 9784642054157 ¥5,610 ¥8,415 1025423394 

アニミズムの世界 （16） 村武 精一 1997 9784642054164 ¥5,610 ¥8,415 1025423395 

悪党の世紀 （17） 新井 孝重 1997 9784642054171 ¥5,610 ¥8,415 1025423396 

軍備拡張の近代史 ―日本軍の膨張と崩壊―（18） 山田 朗 1997 9784642054188 ¥5,610 ¥8,415 1025423397 

柳田国男 ―その生涯と思想―（19） 川田 稔 1997 9784642054195 ¥5,610 ¥8,415 1025423398 

弓矢と刀剣 ―中世合戦の実像―（20） 近藤 好和 1997 9784642054201 ¥5,610 ¥8,415 1025423399 

蓮如 （21） 金龍 静 1997 9784642054218 ¥5,610 ¥8,415 1025423400 

江戸の風刺画 （22） 南 和男 1997 9784642054225 ¥5,610 ¥8,415 1025423401 

山の民俗誌 （23） 湯川 洋司 1997 9784642054232 ¥5,610 ¥8,415 1025423402 

番と衆 ―日本社会の東と西―（25） 福田 アジオ 1997 9784642054256 ¥5,610 ¥8,415 1025423403 

福沢諭吉と福住正兄 ―世界と地域の視座―（26） 金原 左門 1997 9784642054263 ¥5,610 ¥8,415 1025423404 

インド史への招待 （27） 中村 平治 1997 9784642054270 ¥5,610 ¥8,415 1025423405 

吉野ケ里遺跡 ―保存と活用への道―（28） 納富 敏雄 1997 9784642054287 ¥5,610 ¥8,415 1025423406 

執権時頼と廻国伝説 （29） 佐々木 馨 1997 9784642054294 ¥5,610 ¥8,415 1025423407 

宗教社会史の構想 ―真宗門徒の信仰と生活―（30） 有元 正雄 1997 9784642054300 ¥5,610 ¥8,415 1025423408 

ヒトとミミズの生活誌 （31） 中村 方子 1998 9784642054317 ¥5,610 ¥8,415 1025423409 

災害都市江戸と地下室 （33） 小沢 詠美子 1998 9784642054331 ¥5,610 ¥8,415 1025423410 

浦上キリシタン流配事件 ―キリスト教解禁への道―（34） 家近 良樹 1998 9784642054348 ¥5,610 ¥8,415 1025423411 

語りかける文化遺産 ―ピラミッドから安土城・桂離宮まで―（35） 神部 四郎次 1998 9784642054355 ¥5,610 ¥8,415 1025423412 

平安京の都市生活と郊外 （36） 古橋 信孝 1998 9784642054362 ¥5,610 ¥8,415 1025423413 

親鸞 （37） 平松 令三 1998 9784642054379 ¥5,610 ¥8,415 1025423414 

鉄道と近代化 （38） 原田 勝正 1998 9784642054386 ¥5,610 ¥8,415 1025423415 
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森鷗外 ―もう一つの実像―（39） 白崎 昭一郎 1998 9784642054393 ¥5,610 ¥8,415 1025423416 

京のオランダ人 ―阿蘭陀宿海老屋の実態―（40） 片桐 一男 1998 9784642054409 ¥5,610 ¥8,415 1025423417 

日露戦争の時代 （41） 井口 和起 1998 9784642054416 ¥5,610 ¥8,415 1025423418 

闘う女性の20世紀 ―地域社会と生き方の視点から―（42） 伊藤 康子 1998 9784642054423 ¥5,610 ¥8,415 1025423419 

学徒出陣 ―戦争と青春―（43） 蜷川 壽惠 1998 9784642054430 ¥5,610 ¥8,415 1025423420 

最後の女帝孝謙天皇 （44） 瀧浪 貞子 1998 9784642054447 ¥5,610 ¥8,415 1025423421 

大久保利通と明治維新 （45） 佐々木 克 1998 9784642054454 ¥5,610 ¥8,415 1025423422 

番茶と日本人 （46） 中村 羊一郎 1998 9784642054461 ¥5,610 ¥8,415 1025423423 

アジアのなかの琉球王国 （47） 高良 倉吉 1998 9784642054478 ¥5,610 ¥8,415 1025423424 

婚姻の民俗 ―東アジアの視点から―（48） 江守 五夫 1998 9784642054485 ¥5,610 ¥8,415 1025423425 

正倉院と日本文化 （49） 米田 雄介 1998 9784642054492 ¥5,610 ¥8,415 1025423426 

中世の奈良 ―都市民と寺院の支配―（50） 安田 次郎 1998 9784642054508 ¥5,610 ¥8,415 1025423427 

地獄と極楽 ―『往生要集』と貴族社会―（51） 速水 侑 1998 9784642054515 ¥5,610 ¥8,415 1025423428 

密教の思想 （52） 立川 武蔵 1998 9784642054522 ¥5,610 ¥8,415 1025423429 

奈良朝の政変劇 ―皇親たちの悲劇―（53） 倉本 一宏 1998 9784642054539 ¥5,610 ¥8,415 1025423430 

平安朝女性のライフサイクル （54） 服藤 早苗 1998 9784642054546 ¥5,610 ¥8,415 1025423431 

比叡山延暦寺 ―世界文化遺産―（55） 渡辺 守順 1998 9784642054553 ¥5,610 ¥8,415 1025423432 

海賊たちの中世 （56） 金谷 匡人 1998 9784642054560 ¥5,610 ¥8,415 1025423433 

特務機関の謀略 ―諜報とインパール作戦―（57） 山本 武利 1998 9784642054577 ¥5,610 ¥8,415 1025423434 

文学から見る「満洲」 ―「五族協和」の夢と現実―（58） 川村 湊 1998 9784642054584 ¥5,610 ¥8,415 1025423435 

平泉中尊寺 ―金色堂と経の世界―（59） 佐々木 邦世 1999 9784642054591 ¥5,610 ¥8,415 1025423436 

幕末維新の風刺画 （60） 南 和男 1999 9784642054607 ¥5,610 ¥8,415 1025423437 

捨聖一遍 （61） 今井 雅晴 1999 9784642054614 ¥5,610 ¥8,415 1025424478 

悲運の遣唐僧 ―円載の数奇な生涯―（63） 佐伯 有清 1999 9784642054638 ¥5,610 ¥8,415 1025424479 

道具と暮らしの江戸時代 （64） 小泉 和子 1999 9784642054645 ¥5,610 ¥8,415 1025424480 

「聖徳太子」の誕生 （65） 大山 誠一 1999 9784642054652 ¥5,610 ¥8,415 1025424481 

三角縁神獣鏡の時代 （66） 岡村 秀典 1999 9784642054669 ¥5,610 ¥8,415 1025424482 

薬と日本人 （67） 山崎 幹夫 1999 9784642054676 ¥5,610 ¥8,415 1025424483 

人権の思想史 （68） 浜林 正夫 1999 9784642054683 ¥5,610 ¥8,415 1025424484 

近世の百姓世界 （69） 白川部 達夫 1999 9784642054690 ¥5,610 ¥8,415 1025424485 

葬式と檀家 （70） 圭室 文雄 1999 9784642054706 ¥5,610 ¥8,415 1025424486 

東京大学物語 ―まだ君が若かったころ―（71） 中野 実 1999 9784642054713 ¥5,610 ¥8,415 1025424487 

源氏物語の風景 ―王朝時代の都の暮らし―（72） 朧谷 寿 1999 9784642054720 ¥5,610 ¥8,415 1025424488 

江戸時代の孝行者 ―「孝義録」の世界―（73） 菅野 則子 1999 9784642054737 ¥5,610 ¥8,415 1025424489 

隠居大名の江戸暮らし ―年中行事と食生活―（74） 江後 迪子 1999 9784642054744 ¥5,610 ¥8,415 1025424490 

マンガ誕生 ―大正デモクラシーからの出発―（75） 清水 勲 1999 9784642054751 ¥5,610 ¥8,415 1025424491 

縄文の実像を求めて （76） 今村 啓爾 1999 9784642054768 ¥5,610 ¥8,415 1025424492 
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太平洋戦争と歴史学 （77） 阿部 猛 1999 9784642054775 ¥5,610 ¥8,415 1025424493 

エトロフ島 ―つくられた国境―（78） 菊池 勇夫 1999 9784642054782 ¥5,610 ¥8,415 1025424494 

幕末民衆文化異聞 ―真宗門徒の四季―（79） 奈倉 哲三 1999 9784642054799 ¥5,610 ¥8,415 1025424495 

町火消たちの近代 ―東京の消防史―（80） 鈴木 淳 1999 9784642054805 ¥5,610 ¥8,415 1025424496 

毘沙門天像の誕生 ―シルクロードの東西文化交流―（81） 田辺 勝美 1999 9784642054812 ¥5,610 ¥8,415 1025424497 

茶の湯の文化史 ―近世の茶人たち―（82） 谷端 昭夫 1999 9784642054829 ¥5,610 ¥8,415 1025424498 

天皇陵の近代史 （83） 外池 昇 2000 9784642054836 ¥5,610 ¥8,415 1025424499 

啄木短歌に時代を読む （84） 近藤 典彦 2000 9784642054843 ¥5,610 ¥8,415 1025424500 

新・桃太郎の誕生 ―日本の「桃ノ子太郎」たち―（85） 野村 純一 2000 9784642054850 ¥5,610 ¥8,415 1025424501 

日本の中世寺院 ―忘れられた自由都市―（86） 伊藤 正敏 2000 9784642054867 ¥5,610 ¥8,415 1025424502 

皇軍慰安所とおんなたち （87） 峯岸 賢太郎 2000 9784642054874 ¥5,610 ¥8,415 1025424503 

王宮炎上 ―アレクサンドロス大王とペルセポリス―（88） 森谷 公俊 2000 9784642054881 ¥5,610 ¥8,415 1025424504 

江戸御留守居役 ―近世の外交官―（89） 笠谷 和比古 2000 9784642054898 ¥5,610 ¥8,415 1025424505 

ヒトラーのニュルンベルク ―第三帝国の光と闇―（90） 芝 健介 2000 9784642054904 ¥5,610 ¥8,415 1025424506 

葛飾北斎 （91） 永田 生慈 2000 9784642054911 ¥5,610 ¥8,415 1025424507 

神々の原像 ―祭祀の小宇宙―（92） 新谷 尚紀 2000 9784642054928 ¥5,610 ¥8,415 1025424508 

天才たちの宇宙像 （93） 桜井 邦朋 2000 9784642054935 ¥5,610 ¥8,415 1025424509 

万葉集と古代史 （94） 直木 孝次郎 2000 9784642054942 ¥5,610 ¥8,415 1025424510 

宮武外骨 (みやたけがいこつ) ―民権へのこだわり―（95） 吉野 孝雄 2000 9784642054959 ¥5,610 ¥8,415 1025424511 

歌舞伎の源流 （96） 諏訪 春雄 2000 9784642054966 ¥5,610 ¥8,415 1025424512 

楽園の図像 ―海獣葡萄鏡の誕生―（97） 石渡 美江 2000 9784642054973 ¥5,610 ¥8,415 1025424513 

役行者と修験道の歴史 （98） 宮家 準 2000 9784642054980 ¥5,610 ¥8,415 1025424514 

北条政子 ―尼将軍の時代―（99） 野村 育世 2000 9784642054997 ¥5,610 ¥8,415 1025424515 

強制された健康 ―日本ファシズム下の生命と身体―（100） 藤野 豊 2000 9784642055000 ¥5,610 ¥8,415 1025424516 

運慶 ―その人と芸術―（101） 副島 弘道 2000 9784642055017 ¥5,610 ¥8,415 1025424517 

魔女裁判 （102） 牟田和男 2000 9784642755023 ¥5,610 ¥8,415 1028112572 

紙芝居 ―街角のメディア―（103） 山本 武利 2000 9784642055031 ¥5,610 ¥8,415 1025424518 

邪馬台国への道 （. 魏志倭人伝を読む ; 上 104） 佐伯 有清 2000 9784642055048 ¥5,610 ¥8,415 1025424519 

卑弥呼と倭国内乱 （. 魏志倭人伝を読む ; 下 105） 佐伯 有清 2000 9784642055055 ¥5,610 ¥8,415 1025424520 

渤海国興亡史 （106） 浜田 耕策 2000 9784642055062 ¥5,610 ¥8,415 1025424521 

曽我物語の史実と虚構 （107） 坂井 孝一 2000 9784642055079 ¥5,610 ¥8,415 1025424522 

古代の道路事情 （108） 木本 雅康 2000 9784642055086 ¥5,610 ¥8,415 1025424523 

遊牧という文化 ―移動の生活戦略―（109） 松井 健 2001 9784642055093 ¥5,610 ¥8,415 1025424524 

仏画の見かた ―描かれた仏たち―（110） 中野 照男 2001 9784642055109 ¥5,610 ¥8,415 1025424525 

古代の神社と祭り （111） 三宅 和朗 2001 9784642055116 ¥5,610 ¥8,415 1025424526 

江戸と上方 ―人・モノ・カネ・情報―（112） 林 玲子 2001 9784642055123 ¥5,610 ¥8,415 1025424527 

邪馬台国の考古学 （113） 石野 博信 2001 9784642055130 ¥5,610 ¥8,415 1025424528 
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第二次世界大戦 ―現代世界への転換点―（114） 木畑 洋一 2001 9784642055147 ¥5,610 ¥8,415 1025424529 

江戸東京歳時記 （115） 長沢 利明 2001 9784642055154 ¥5,610 ¥8,415 1025424530 

女性史と出会う （116） 
総合女性史研究
会 

2001 9784642055161 ¥5,610 ¥8,415 1025424531 

スカルノ ―インドネシア「建国の父」と日本―（117） 後藤 乾一 2001 9784642055178 ¥5,610 ¥8,415 1025424532 

日赤の創始者佐野常民 （118） 吉川 竜子 2001 9784642055185 ¥5,610 ¥8,415 1025424534 

黒船来航と音楽 （119） 笠原 潔 2001 9784642055192 ¥5,610 ¥8,415 1025424535 

神風の武士像 ―蒙古合戦の真実―（120） 関 幸彦 2001 9784642055208 ¥5,610 ¥8,415 1025424536 

読経の世界 ―能読の誕生―（121） 清水 眞澄 2001 9784642055215 ¥5,610 ¥8,415 1025423496 

飛鳥の朝廷と王統譜 （122） 篠川 賢 2001 9784642055222 ¥5,610 ¥8,415 1025423497 

交流する弥生人 ―金印国家群の時代の生活誌―（123） 高倉 洋彰 2001 9784642055239 ¥5,610 ¥8,415 1025423498 

北斎の謎を解く ―生活・芸術・信仰―（124） 諏訪 春雄 2001 9784642055246 ¥5,610 ¥8,415 1025423499 

日本の祭りを読み解く （125） 真野 俊和 2001 9784642055253 ¥5,610 ¥8,415 1025423500 

ザビエルの同伴者アンジロー ―戦国時代の国際人―（126） 岸野 久 2001 9784642055260 ¥5,610 ¥8,415 1025423501 

文明開化と差別 （127） 今西 一 2001 9784642055277 ¥5,610 ¥8,415 1025423502 

アイヌ文化誌ノート （128） 佐々木 利和 2001 9784642055284 ¥5,610 ¥8,415 1025423503 

マザーグースと日本人 （129） 鷲津 名都江 2001 9784642055291 ¥5,610 ¥8,415 1025423504 

日蓮 （130） 中尾 尭 2001 9784642055307 ¥5,610 ¥8,415 1025423505 

東国の南北朝動乱 ―北畠親房と国人―（131） 伊藤 喜良 2001 9784642055314 ¥5,610 ¥8,415 1028112573 

秦の始皇帝 （132） 鶴間和幸 2001 9784642755320 ¥5,610  ¥8,415  1028112574 

天台仏教と平安朝文人 （133） 後藤昭雄  2002 9784642755337 ¥5,610  ¥8,415  1028112575 

海外観光旅行の誕生 （134） 有山輝雄  2002 9784642755344 ¥5,610  ¥8,415  1028112576 

東京都の誕生 （135） 藤野敦 2002 9784642755351 ¥5,610  ¥8,415  1028112577 

百姓一揆とその作法 （137） 保坂智 2002 9784642755375 ¥5,610  ¥8,415  1028112578 

女人禁制 （138） 鈴木正崇 2002 9784642755382 ¥5,610  ¥8,415  1028112579 

海のモンゴロイド （139） 片山一道 2002 9784642755399 ¥5,610  ¥8,415  1028112580 

銭の考古学 （140） 鈴木公雄 2002 9784642055406 ¥5,610  ¥8,415  1028112581 

藤原摂関家の誕生 ―平安時代史の扉―（141） 米田雄介 2002 9784642055413 ¥5,610  ¥8,415  1028112582 

子どもたちの近代 （143） 小山静子 2002  9784642755436 ¥5,610  ¥8,415  1028112583 

大和の豪族と渡来人 ―葛城・蘇我氏と大伴・物部氏―（144） 加藤謙吉 2002 9784642055444 ¥5,610  ¥8,415  1028112584 

記憶すること・記録すること ―聞き書き論ノート―（145） 香月洋一郎 2002 9784642055451 ¥5,610  ¥8,415  1028112585 

鉄砲と戦国合戦 （146） 宇田川武久 2002 9784642055468 ¥5,610  ¥8,415  1028112586 

地獄を二度も見た天皇光厳院 （147） 飯倉晴武 2002 9784642055475 ¥5,610  ¥8,415  1028112587 

江戸店の明け暮れ （148） 林玲子 2003  9784642755481 ¥5,610  ¥8,415  1028112588 

丸山真男の思想史学 （149） 板垣哲夫 2003 9784642755498 ¥5,610  ¥8,415  1028112589 

水戸学と明治維新 （150） 吉田俊純 2003 9784642055505 ¥5,610  ¥8,415  1028112590 

日本語の誕生 ―古代の文字と表記―（151） 沖森 卓也 2003 9784642055512 ¥5,610 ¥8,415 1028112591 

宮本武蔵の読まれ方 （152） 櫻井良樹 2003  9784642755528 ¥5,610  ¥8,415 1028112592 
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琉球と中国 ―忘れられた冊封使―（153） 原田 禹雄 2003 9784642055536 ¥5,610 ¥8,415 1028112593 

遣唐使の見た中国 （154） 古瀬奈津子 2003  9784642755542 ¥5,610 ¥8,415 1028112594 

近現代日本の農村 （155） 庄司俊作 2003 9784642755559 ¥5,610 ¥8,415 1028112595 

モダン都市の誕生 （156） 橋爪紳也 2003 9784642755566 ¥5,610 ¥8,415 1028112596 

公園の誕生 （157） 小野良平 2003 9784642055574 ¥5,610 ¥8,415 1028112597 

日中戦争と汪兆銘 （158） 小林英夫 2003 9784642055581 ¥5,610 ¥8,415 1028112598 

鎌倉北条氏の興亡 （159） 奥富敬之 2003 9784642055598 ¥5,610 ¥8,415 1028112599 

歴史の旅 武田信玄を歩く （160） 秋山敬 2003 9784642055604 ¥5,610 ¥8,415 1028112600 

夏が来なかった時代 （161） 桜井邦朋 2003  9784642755610 ¥5,610 ¥8,415 1028112601 

関東大震災と戒厳令 （162） 松尾章一 2003 9784642055628 ¥5,610 ¥8,415 1028112602 

書物に魅せられた英国人 （163） 横山學 2003  9784642755634 ¥5,610 ¥8,415 1028112603 

霊場の思想 （164） 佐藤弘夫  2003 9784642755641 ¥5,610 ¥8,415 1028112604 

海の生活誌 （165） 山口徹 2003 9784642755658 ¥5,610 ¥8,415 1028112605 

浅間山大噴火 （166） 渡辺尚志 2003 9784642755665 ¥5,610 ¥8,415 1028112606 

よみがえる安土城 （167） 木戸雅寿 2003 9784642055673 ¥5,610 ¥8,415 1028112607 

江戸の地図屋さん ―販売競争の舞台裏―（168） 俵元昭 2003 9784642055680 ¥5,610 ¥8,415 1028112608 

中世 瀬戸内海の旅人たち （169） 山内譲 2004  9784642755696 ¥5,610 ¥8,415 1028112609 

歌舞伎と人形浄瑠璃 （170） 田口章子  2004  9784642755702 ¥5,610 ¥8,415 1028112610 

落語の博物誌 （171） 岩崎均史 2004  9784642755719 ¥5,610 ¥8,415 1028112611 

鬼の復権 （172） 萩原秀三郎 2004  9784642755726 ¥5,610 ¥8,415 1028112612 

文化財報道と新聞記者 （173） 中村俊介 2004  9784642055734 ¥5,610 ¥8,415 1028112613 

帝国日本と植民地都市 （174） 橋谷弘 2004  9784642755740 ¥5,610 ¥8,415 1028112614 

幕末明治横浜写真館物語 （175） 斎藤多喜夫 2004 9784642055758 ¥5,610 ¥8,415 1028112615 

スガモプリズン （176） 内海愛子 2004 9784642755764 ¥5,610 ¥8,415 1028112616 

海を渡った陶磁器 （177） 大橋康二   2004  9784642755771 ¥5,610 ¥8,415 1028112617 

古代の蝦夷と城柵 （178） 熊谷公男  2004 9784642755788 ¥5,610 ¥8,415 1028112618 

武道の誕生 （179） 井上俊  2004  9784642755795 ¥5,610 ¥8,415 1028112619 

激動昭和と浜口雄幸 （180） 川田稔 2004 9784642055802 ¥5,610 ¥8,415 1028112620 

土一揆の時代 （181） 神田千里 2004 9784642055819 ¥5,610 ¥8,415 1028112621 

大工道具の日本史 （182） 渡邉晶   2004  9784642755825 ¥5,610 ¥8,415 1028112622 

グローバル時代の世界史の読み方 （183） 宮崎正勝 2004 9784642055833 ¥5,610 ¥8,415 1028112623 

騎兵と歩兵の中世史 （184） 近藤好和   2005  9784642755849 ¥5,610 ¥8,415 1028112624 

明治神宮の出現 （185） 山口輝臣 2005 9784642055857 ¥5,610 ¥8,415 1028112625 

古建築修復に生きる ―屋根職人の世界―（186） 原田多加司 2005 9784642055864 ¥5,610 ¥8,415 1028112626 

日本の味醤油の歴史 （187） 林玲子 2005 9784642055871 ¥5,610 ¥8,415 1028112627 

バイオロジー事始 （188） 鈴木善次  2005  9784642755887 ¥5,610 ¥8,415 1028112628 

日本禅宗の伝説と歴史 （189） 中尾 良信 2005 9784642055895 ¥5,610 ¥8,415 1028112629 
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日本語はだれのものか （190） 川口 良 2017 9784642755900 ¥5,610 ¥8,415 1028112630 

黒船がやってきた （191） 岩田みゆき  2005  9784642755917 ¥5,610 ¥8,415 1028112631 

アスファルトの下の江戸 （192） 寺島孝一  2005  9784642755924 ¥5,610 ¥8,415 1028112632 

江戸の町奉行 （193） 南和男 2005 9784642055932 ¥5,610 ¥8,415 1028112633 

時代劇と風俗考証 ―やさしい有職故実入門―（194） 二木謙一 2005 9784642055949 ¥5,610 ¥8,415 1028112634 

乳母の力 ―歴史を支えた女たち―（195） 田端泰子 2005 9784642055956 ¥5,610 ¥8,415 1028112635 

柳宗悦と民芸の現在 （196） 松井健 2005 9784642055963 ¥5,610 ¥8,415 1028112636 

宿場の日本史 （198） 宇佐美ミサ子  2005  9784642755986 ¥5,610 ¥8,415 1028112637 

倭国と渡来人 ―交錯する「内」と「外」―（199） 田中史生 2005 9784642055994 ¥5,610 ¥8,415 1028112638 

戦国大名の危機管理 （200） 黒田基樹 2005 9784642056007 ¥5,610 ¥8,415 1028112639 

旧幕臣の明治維新 ―沼津兵学校とその群像―（201） 樋口 雄彦 2005 9784642056014 ¥5,610 ¥8,415 1028112640 

鎌倉古寺を歩く ―宗教都市の風景―（202） 松尾 剛次 2005 9784642056021 ¥5,610 ¥8,415 1028112641 

銃後の社会史 ―戦死者と遺族―（203） 一ノ瀬 俊也 2005 9784642056038 ¥5,610 ¥8,415 1028112642 

自然を生きる技術 （204） 篠原徹  2005  9784642756044 ¥5,610 ¥8,415 1028112643 

川は誰のものか ―人と環境の民俗学―（205） 菅豊 2005 9784642056052 ¥5,610 ¥8,415 1028112644 

武田信玄像の謎 （206） 藤本正行  2006  9784642756068 ¥5,610 ¥8,415 1028112645 

江戸の海外情報ネットワーク （207） 岩下哲典 2006 9784642056076 ¥5,610 ¥8,415 1028112646 

大江戸飼い鳥草紙 （208） 細川博昭  2006  9784642756082 ¥5,610 ¥8,415 1028112647 

庭園の中世史 ―足利義政と東山山荘―（209） 飛田範夫 2006 9784642056090 ¥5,610 ¥8,415 1028112648 

数え方の日本史 （210） 三保忠夫 2006 9784642056106 ¥5,610 ¥8,415 1028112649 

苗字と名前の歴史 （211） 坂田聡 2006 9784642056113 ¥5,610 ¥8,415 1028112650 

戦後政治と自衛隊 （212） 佐道明広 2006 9784642056120 ¥6,270 ¥9,405 1028112651 

江戸八百八町に骨が舞う ―人骨から解く病気と社会―（213） 谷畑美帆 2006 9784642056137 ¥5,610 ¥8,415 1028112652 

赤穂浪士の実像 （214） 谷口真子 2006 9784642056144 ¥5,610 ¥8,415 1028112653 

安倍晴明 ―陰陽師たちの平安時代―（215） 繁田信一 2006 9784642056151 ¥5,610 ¥8,415 1028112654 

フランスの中世社会 ―王と貴族たちの軌跡―（216） 渡辺節夫 2006 9784642056168 ¥5,610 ¥8,415 1028112655 

戒名のはなし （217） 藤井正雄 2006 9784642056175 ¥5,610 ¥8,415 1028112656 

中世武士の城 （218） 斎藤慎一 2006 9784642056182 ¥5,610 ¥8,415 1028112657 

古代出雲 （219） 前田晴人 2006 9784642056199 ¥6,270 ¥9,405 1028112658 

江戸時代の身分願望 （220） 深谷克己  2007  9784642756204 ¥5,610 ¥8,415 1028112659 

黄金の島ジパング伝説 （226） 宮崎正勝 2007 9784642056267 ¥5,610 ¥8,415 1028112660 

聖徳太子と飛鳥仏教 （228） 曾根正人  2007  9784642756280 ¥5,610 ¥8,415 1028112661 

声と顔の中世史 （231） 蔵持重裕  2007  9784642756310 ¥5,610 ¥8,415 1028112662 

選挙違反の歴史 （235） 季武嘉也  2007  9784642756358 ¥5,610 ¥8,415 1028112663 

読みにくい名前はなぜ増えたか （236） 佐藤稔  2007  9784642756365 ¥5,610 ¥8,415 1028112664 

江戸城が消えていく （239） 千葉正樹   2007  9784642756396 ¥5,940 ¥8,910 1028112665 

信長のおもてなし （240） 江後迪子  2007  9784642756402 ¥5,610 ¥8,415 1028112666 
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昭和を騒がせた漢字たち （241） 円満字二郎  2007  9784642756419 ¥5,610 ¥8,415 1028112667 

高師直 ―室町新秩序の創造者―（406） 亀田 俊和 2015 9784642058063 ¥5,610 ¥8,415 1018858733 

将門伝説の歴史 （407） 樋口 州男 2015 9784642058070 ¥5,610 ¥8,415 1018858732 

新田一族の中世 ―「武家の棟梁」への道―（408） 田中 大喜 2015 9784642058087 ¥5,610 ¥8,415 1019023623 

アジアのなかの戦国大名 ―西国の群雄と経営戦略―（409） 鹿毛 敏夫 2015 9784642058094 ¥5,610 ¥8,415 1019023624 

旗本・御家人の就職事情 （410） 山本 英貴 2015 9784642058100 ¥5,610 ¥8,415 1019314851 

五稜郭の戦い ―蝦夷地の終焉―（411） 菊池 勇夫 2015 9784642058117 ¥5,940 ¥8,910 1019314852 

空海の文字とことば （412） 岸田 知子 2015 9784642058124 ¥5,610 ¥8,415 1019532975 

皇居の近現代史 ―開かれた皇室像の誕生―（413） 河西 秀哉 2015 9784642058131 ¥5,610 ¥8,415 1019532976 

殺生と往生のあいだ ―中世仏教と民衆生活―（414） 苅米 一志 2015 9784642058148 ¥5,610 ¥8,415 1019532977 

戦国大名の兵粮事情 （415） 久保 健一郎 2015 9784642058155 ¥5,610 ¥8,415 1019532978 

タネをまく縄文人 ―最新科学が覆す農耕の起源―（416） 小畑 弘己 2016 9784642058162 ¥5,610 ¥8,415 1019748483 

神と死者の考古学 ―古代のまつりと信仰―（417） 笹生 衛 2016 9784642058179 ¥5,610 ¥8,415 1019748484 

落日の豊臣政権 ―秀吉の憂鬱、不穏な京都―（418） 河内 将芳 2016 9784642058186 ¥5,610 ¥8,415 1020083470 

大久保利通と東アジア ―国家構想と外交戦略―（419） 勝田 政治 2016 9784642058193 ¥5,610 ¥8,415 1020083471 

乱舞の中世 ―白拍子・乱拍子・猿楽―（420） 沖本 幸子 2016 9784642058209 ¥5,610 ¥8,415 1020296365 

琉球王国と戦国大名 ―島津侵入までの半世紀―（421） 黒嶋 敏 2016 9784642058216 ¥5,610 ¥8,415 1020296366 

犬と鷹の江戸時代 ―「犬公方」綱吉と「鷹将軍」吉宗―（423） 根崎 光男 2016 9784642058230 ¥5,940 ¥8,910 1020598882 

大元帥と皇族軍人 明治編 （424） 小田部 雄次 2016 9784642058247 ¥5,940 ¥8,910 1020782062 

昭和天皇とスポーツ ―「玉体」の近代史―（425） 坂上 康博 2016 9784642058254 ¥5,940 ¥8,910 1020782063 

自由主義は戦争を止められるのか ―芦田均・清沢洌・石橋湛山―
（426） 

上田 美和 2016 9784642058261 ¥5,610 ¥8,415 1021588041 

化粧の日本史 ―美意識の移りかわり―（427） 山村 博美 2016 9784642058278 ¥5,610 ¥8,415 1021588042 

近代日本の就職難物語 ―「高等遊民」になるけれど―（428） 町田 祐一 2016 9784642058285 ¥5,610 ¥8,415 1022022455 

大元帥と皇族軍人 大正・昭和編 （429） 小田部 雄次 2016 9784642058292 ¥5,940 ¥8,910 1022022456 

国分寺の誕生 ―古代日本の国家プロジェクト―(430) 須田 勉 2016 9784642058308 ¥5,940 ¥8,910 1022295751 

原爆ドーム―物産陳列館から広島平和記念碑へ―（431） 頴原 澄子 2016 9784642058315 ¥5,610 ¥8,415 1022295752 

江戸のパスポート ―旅の不安はどう解消されたか―（432） 柴田 純 2016 9784642058322 ¥5,940 ¥8,910 1022699016 

幽霊近世都市が生み出した化物 （433） 高岡 弘幸 2016 9784642058339 ¥5,940 ¥8,910 1022699017 

樹木と暮らす古代人 ―木製品が語る弥生・古墳時代―（434） 樋上 昇 2016 9784642058346 ¥5,940 ¥8,910 1023366762 

頼朝と街道 ―鎌倉政権の東国支配―（435） 木村 茂光 2016 9784642058353 ¥5,610 ¥8,415 1023366763 

出雲国誕生（436） 大橋 泰夫 2016 9784642058360 ¥5,940 ¥8,910 1023668541 

松陰の本棚―幕末志士たちの読書ネットワーク―（437） 桐原 健真 2016 9784642058377 ¥5,610 ¥8,415 1023668542 

平安京はいらなかった ―古代の夢を喰らう中世―（438） 桃崎 有一郎 2016 9784642058384 ¥5,940 ¥8,910 1023891816 

紀州藩主徳川吉宗 ―明君伝説・宝永地震・隠密御用―（439） 藤本 清二郎 2016 9784642058391 ¥5,610 ¥8,415 1023891817 

よみがえる古代山城―国際戦争と防衛ライン―（440） 向井 一雄 2017 9784642058407 ¥5,610 ¥8,415 1024014984 

江戸の乳と子ども―いのちをつなぐ―（441） 沢山 美果子 2017 9784642058414 ¥5,610 ¥8,415 1024014985 

天皇の音楽史 ―古代・中世の帝王学―（442） 豊永 聡美 2017 9784642058421 ¥5,610 ¥8,415 1024118121 
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軍用機の誕生 ―日本軍の航空戦略と技術開発―（443） 水沢 光 2017 9784642058438 ¥5,610 ¥8,415 1024118122 

古建築を復元する ―過去と現在の架け橋―（444） 海野 聡 2017 9784642058445 ¥5,940 ¥8,910 1024322143 

鯨を生きる ―鯨人の個人史・鯨食の同時代史―（445） 赤嶺 淳 2017 9784642058452 ¥6,270 ¥9,405 1024322142 

列島を翔ける平安武士 ―九州・京都・東国―（446） 野口 実 2017 9784642058469 ¥5,610 ¥8,415 1024589453 

天皇側近たちの奈良時代 （447） 十川 陽一 2017 9784642058476 ¥5,610 ¥8,415 1024775732 

「ものまね」の歴史 ―仏教・笑い・芸能―（448） 石井 公成 2017 9784642058483 ¥5,940 ¥8,910 1024943427 

文明に抗した弥生の人びと （449） 寺前 直人 2017 9784642058490 ¥5,940 ¥8,910 1025233651 

ふたつの憲法と日本人 ―戦前・戦後の憲法観―（450） 川口 暁弘 2017 9784642058506 ¥6,600 ¥9,900 1025193931 

出雲の中世 ―地域と国家のはざま―（451） 佐伯 徳哉 2017 9784642058513 ¥6,600 ¥9,900 1025599537 

帝都防衛 ―戦争・災害・テロ―（452） 土田 宏成 2017 9784642058520 ¥5,610 ¥8,415 1025599538 

土木技術の古代史 （453） 青木 敬 2017 9784642058537 ¥5,940 ¥8,910 1025881761 

闘いを記憶する百姓たち ―江戸時代の裁判学習帳―（454） 八鍬 友広 2017 9784642058544 ¥5,610 ¥8,415 1025881762 

よみがえる古代の港 ―古地形を復元する―（455） 石村 智 2017 9784642058551 ¥5,940 ¥8,910 1026405250 

江戸の出版統制 ―弾圧に翻弄された戯作者たち―（456） 佐藤 至子 2017 9784642058568 ¥5,610 ¥8,415 1026405251 

織田信長と戦国の村 ―天下統一のための近江支配―（457） 深谷 幸治 2017 9784642058575 ¥5,610 ¥8,415 1026634664 

渤海国とは何か （458） 古畑 徹 2018 9784642058582 ¥5,610 ¥8,415 1026888880 

幕末の海軍 ―明治維新への航跡―（459） 神谷 大介 2018 9784642058599 ¥5,940 ¥8,910 1026888881 

畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 ―因果応報と悪道―（460） 生駒 哲郎 2018 9784642058605 ¥5,610 ¥8,415 1027116492 

中世の喫茶文化 ―儀礼の茶から「茶の湯」へ―（461） 橋本 素子 2018 9784642058612 ¥5,610 ¥8,415 1027116493 

龍馬暗殺 （462） 桐野 作人 2018 9784642058629 ¥5,940 ¥8,910 1027296177 

近世の巨大地震 （463） 矢田 俊文 2018 9784642058636 ¥5,940 ¥8,910 1027441236 

墓石が語る江戸時代 ―大名・庶民の墓事情―（464） 関根 達人 2018 9784642058643 ¥5,940 ¥8,910 1027441237 

埋葬からみた古墳時代 ―女性・親族・王権―（465） 清家 章 2018 9784642058650 ¥5,940 ¥8,910 1027659392 

陸軍中野学校と沖縄戦 ―知られざる少年兵「護郷隊」―（466） 川満 彰 2018 9784642058667 ¥5,610 ¥8,415 1027659393 

古代の神社と神職 ―神をまつる人びと―（467） 加瀬 直弥 2018 9784642058674 ¥5,610 ¥8,415 1027882423 

沖縄からの本土爆撃 ―米軍出撃基地の誕生―（468） 林 博史 2018 9784642058681 ¥5,940 ¥8,910 1027882424 

踏絵を踏んだキリシタン （469） 安高 啓明 2018 9784642058698 ¥5,940 ¥8,910 1028063218 

江戸無血開城 ―本当の功労者は誰か?―（470） 岩下 哲典 2018 9784642058704 ¥5,610 ¥8,415 1028063219 

細川忠利 ―ポスト戦国世代の国づくり―（471） 稲葉 継陽 2018 9784642058711 ¥5,940 ¥8,910 1028301468 

刀の明治維新 ―「帯刀」は武士の特権か?―（472） 尾脇 秀和 2018 9784642058728 ¥5,940 ¥8,910 1028301469 

書物と権力 ―中世文化の政治学―（473） 前田 雅之 2018 9784642058735 ¥5,610 ¥8,415 1028506624 

室町将軍の御台所 ―日野康子・重子・富子―（474） 田端 泰子 2018 9784642058742 ¥5,610 ¥8,415 1028506625 

戦国の城の一生 ―つくる・壊す・蘇る―（475） 竹井 英文 2018 9784642058759 ¥5,610 ¥8,415 1028700578 

考証東京裁判 ―戦争と戦後を読み解く―（476） 宇田川 幸大 2018 9784642058766 ¥5,610 ¥8,415 1028700579 

中世武士畠山重忠 ―秩父平氏の嫡流―（477） 清水 亮 2018 9784642058773 ¥5,940 ¥8,910 1029161062 

海底に眠る蒙古襲来 ―水中考古学の挑戦―（478） 池田 榮史 2018 9784642058780 ¥5,940 ¥8,910 1029341998 

平氏が語る源平争乱 （479） 永井 晋 2019 9784642058797 ¥5,610 ¥8,415 1029502715 
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戦国時代の終焉 ―「北条の夢」と秀吉の天下統一― 齋藤 慎一 2019 9784642067706 ¥7,260 ¥10,890 1029502718 

江戸城御庭番 ―徳川将軍の耳と目― 深井 雅海 2018 9784642067690 ¥7,260 ¥10,890 1029342003 

城と城下 ―近江戦国誌― 小島 道裕 2018 9784642067683 ¥7,920 ¥11,880 1029161061 

はんこと日本人  門田 誠一 2018 9784642067676 ¥7,260 ¥10,890 1028700584 

お家相続 ―大名家の苦闘― 大森 映子 2018 9784642067669 ¥7,260 ¥10,890 1028506627 

日本人の名前の歴史  奥富 敬之 2018 9784642067652 ¥7,920 ¥11,880 1028301472 

陸奥伊達一族  高橋 富雄 2018 9784642067645 ¥7,260 ¥10,890 1028063222 

飢餓と戦争の戦国を行く  藤木 久志 2018 9784642067638 ¥7,260 ¥10,890 1027882431 

観音・地蔵・不動  速水 侑 2018 9784642067621 ¥7,260 ¥10,890 1027659394 

宝塚戦略 ―小林一三の生活文化論― 津金沢 聡広 2018 9784642067607 ¥7,260 ¥10,890 1027441242 

日本の参謀本部  大江 志乃夫 2018 9784642067591 ¥7,260 ¥10,890 1027296186 

「通商国家」日本の情報戦略 ―領事報告をよむ― 角山 栄 2018 9784642067584 ¥7,260 ¥10,890 1027116497 

戦争と放送  竹山 昭子 2018 9784642067577 ¥7,920 ¥11,880 1026888883 

平家物語の女たち ―大力・尼・白拍子― 細川 涼一 2017 9784642067560 ¥7,260 ¥10,890 1026634665 

僧兵盛衰記 渡辺 守順 2017 9784642067218 ¥7,260 ¥10,890 1024014986 

朝倉氏と戦国村一乗谷 松原 信之 2017 9784642067225 ¥7,260 ¥10,890 1024118125 

本居宣長 ―近世国学の成立― 芳賀 登 2017 9784642067232 ¥7,260 ¥10,890 1024322153 

江戸の蔵書家たち 岡村 敬二 2017 9784642067249 ¥7,920 ¥11,880 1024589456 

古地図からみた古代日本 ―土地制度と景観― 金田 章裕 2017 9784642067256 ¥7,260 ¥10,890 1024775734 

「うつわ」を食らう ―日本人と食事の文化― 神崎 宣武 2017 9784642067263 ¥7,260 ¥10,890 1024943429 

江戸の親子 ―父親が子どもを育てた時代― 太田 素子 2017 9784642067287 ¥7,260 ¥10,890 1025193932 

角倉素庵 林屋 辰三郎 2017 9784642067270 ¥7,260 ¥10,890 1025233654 

埋もれた江戸 ―東大の地下の大名屋敷― 藤本 強 2017 9784642067294 ¥8,250 ¥12,375 1025599541 

真田松代藩の財政改革 ―『日暮硯』と恩田杢― 笠谷 和比古 2017 9784642067300 ¥7,260 ¥10,890 1025881764 

日本の奇僧・快僧 今井 雅晴 2017 9784642067553 ¥7,260 ¥10,890 1026405252 
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地理から見た信長・秀吉・家康の戦略 足利 健亮 2016 9784642065962 ¥7,260 ¥10,890 1019748487 

神々の系譜 ―日本神話の謎― 松前 健 2016 9784642065979 ¥7,920 ¥11,880 1020083472 

古代日本と北の海みち 新野 直吉 2016 9784642065986 ¥7,260 ¥10,890 1020296370 

白鳥になった皇子 ―古事記― 直木 孝次郎 2016 9784642067126 ¥7,260 ¥10,890 1020598885 

島国の原像 水野 正好 2016 9784642067133 ¥7,920 ¥11,880 1020782064 

入道殿下の物語 ―大鏡― 益田 宗 2016 9784642067140 ¥7,260 ¥10,890 1021588047 

中世京都と祇園祭 ―疫神と都市の生活― 脇田 晴子 2016 9784642067157 ¥7,260 ¥10,890 1022022454 

吉野の霧 ―太平記― 桜井 好朗 2016 9784642067164 ¥7,260 ¥10,890 1022295755 

日本海海戦の真実 野村 實 2016 9784642067171 ¥7,260 ¥10,890 1022699022 

古代の恋愛生活 ―万葉集の恋歌を読む― 古橋 信孝 2016 9784642067188 ¥7,920 ¥11,880 1023366764 

木曽義仲 下出 積與 2016 9784642067195 ¥7,260 ¥10,890 1023668543 

足利義政と東山文化 河合 正治 2016 9784642067201 ¥7,260 ¥10,890 1023891819 

太平記の世界 ―列島の内乱史― 佐藤 和彦 2015 9784642065849 ¥7,260 ¥10,890 1017162584 

蒲生氏郷 今村 義孝 2015 9784642065863 ¥7,260 ¥10,890 1017522734 

近世大坂の町と人 脇田 修 2015 9784642065870 ¥8,250 ¥12,375 1017819723 

キリシタン大名 岡田 章雄 2015 9784642065894 ¥7,260 ¥10,890 1017973053 

ハンコの文化史 ―古代ギリシャから現代日本まで― 新関 欽哉 2015 9784642065887 ¥7,260 ¥10,890 1018194070 

内乱のなかの貴族 ―南北朝と「園太暦」の世界― 林屋 辰三郎 2015 9784642065900 ¥7,260 ¥10,890 1018441457 

出雲尼子一族 米原 正義 2015 9784642065917 ¥7,260 ¥10,890 1018683926 

富士山宝永大爆発 永原 慶二 2015 9784642065924 ¥7,260 ¥10,890 1018858735 

比叡山と高野山 景山 春樹 2015 9784642065931 ¥7,260 ¥10,890 1019023622 

日蓮 ―殉教の如来使― 田村 芳朗 2015 9784642065948 ¥7,260 ¥10,890 1019314849 

伊達騒動と原田甲斐 小林 清治 2015 9784642065955 ¥7,260 ¥10,890 1019532970 

昭和史をさぐる 伊藤 隆 2014 9784642065726 ¥7,920 ¥11,880 1016480054 

歴史的仮名遣い ―その成立と特徴― 築島 裕 2014 9784642065733 ¥7,260 ¥10,890 1016480057 

時計の社会史 角山 榮 2014 9784642065740 ¥7,260 ¥10,890 1016480061 

漢方 ―中国医学の精華― 石原 明 2014 9784642065757 ¥7,260 ¥10,890 1016480064 

墓と葬送の社会史 森 謙二 2014 9784642065764 ¥7,920 ¥11,880 1016480067 

悪党 小泉 宜右 2014 9784642065771 ¥7,260 ¥10,890 1016480073 

戦国武将と茶の湯 米原 正義 2014 9784642065788 ¥7,260 ¥10,890 1016605959 

大佛勧進ものがたり 平岡 定海 2014 9784642065795 ¥7,260 ¥10,890 1016605964 

大地震 ―古記録に学ぶ― 宇佐美 龍夫 2014 9784642065801 ¥7,260 ¥10,890 1016605966 

姓氏・家紋・花押 荻野 三七彦 2014 9784642065818 ¥7,920 ¥11,880 1016671107 

安芸毛利一族 河合 正治 2014 9784642065825 ¥7,920 ¥11,880 1016824300 

三くだり半と縁切寺 ―江戸の離婚を読みなおす― 高木 侃 2014 9784642065832 ¥7,920 ¥11,880 1016972200 

史書を読む 坂本 太郎 2013 9784642063982 ¥6,930 ¥10,395 1016480043 

山名宗全と細川勝元 小川 信 2013 9784642063999 ¥7,260 ¥10,890 1016480048 

東郷平八郎 田中 宏巳 2013 9784642064002 ¥7,920 ¥11,880 1016480051 

禅宗の歴史 今枝 愛真 2013 9784642063883 ¥8,580 ¥12,870 1018856000 

漢字の社会史 ―東洋文明を支えた文字の三千年― 阿辻 哲次 2013 9784642063890 ¥6,930 ¥10,395 1018856001 

江戸の刑罰 石井 良助 2013 9784642063913 ¥6,930 ¥10,395 1018856003 

地震の社会史 ―安政大地震と民衆― 北原 糸子 2013 9784642063920 ¥9,240 ¥13,860 1018856004 

日本人の地獄と極楽 五来 重 2013 9784642063937 ¥6,930 ¥10,395 1018856005 

幕僚たちの真珠湾 波多野 澄雄 2013 9784642063944 ¥7,260 ¥10,890 1018856006 

秀吉の手紙を読む 染谷 光廣 2013 9784642063951 ¥6,930 ¥10,395 1018856007 

大本営 森松 俊夫 2013 9784642063968 ¥7,260 ¥10,890 1018856008 

日本海軍史 外山 三郎 2013 9784642063975 ¥6,930 ¥10,395 1018856009 

飛鳥 ―その古代史と風土― 門脇 禎二 2012 9784642063814 ¥8,250 ¥12,375 1018855993 

犬の日本史 ―人間とともに歩んだ一万年の物語― 谷口 研語 2012 9784642063821 ¥6,930 ¥10,395 1018855994 

鉄砲とその時代 三鬼 清一郎 2012 9784642063838 ¥6,930 ¥10,395 1018855995 

苗字の歴史 豊田 武 2012 9784642063845 ¥6,930 ¥10,395 1018855996 

謙信と信玄 井上 鋭夫 2012 9784642063852 ¥7,590 ¥11,385 1018855997 

環境先進国・江戸 鬼頭 宏 2012 9784642063869 ¥6,930 ¥10,395 1018855998 

料理の起源 中尾 佐助 2012 9784642063876 ¥6,930 ¥10,395 1018855999 

暦の語る日本の歴史 内田 正男 2012 9784642063906 ¥6,930 ¥10,395 1018856002 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

日本随筆大成  

シリーズ全１０５巻 配信中  
ここに収める「随筆」とは、現代のエッセイ等とは違い、もっと幅広く内容豊富な、 

見聞・述懐・紀行・考証など、江戸人の自由な筆にまかせて書かれた多種多様な奇事異聞の

集大成である。だから小説よりも面白く、歴史・国文・民俗・風俗の資料の宝庫でもある。 

続 日 本 随 筆 大 成  

続日本随筆大成 セット価格 

同時１アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

本巻（全12巻） ￥113,520 本巻（全12巻） ￥170,280 

別巻（全12巻） ￥113,520 別巻（全12巻） ￥170,280 

※各巻詳細については次ページ以降をご覧ください。 

日本随筆大成＋続日本随筆大成 全巻セット価格 

同時１アクセス（本体） ￥993,300 同時3アクセス（本体） ￥1,489,950 

（分売可）各巻 
同時1アクセス（本体） 

￥9,460 
（分売可）各巻 

同時3アクセス（本体） 
￥14,190 

日本随筆大成 セット価格 ：同時１アクセス（本体） 

第 一 期 （全 23 巻） ￥217,580 第 二 期 （全 24 巻） ￥227,040 

第 三 期 （全 24 巻） ￥227,040 別   巻  （全 10 巻） ￥94,600 

※同時3アクセスの価格に関しては次ページ以降をご覧ください。 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

日本随筆大成  

No. 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 

■■日本随筆大成シリーズ 全105巻 セット ¥993,300 ¥1,489,950 1014005110 

■日本随筆大成 第１期 全23巻セット ¥217,580 ¥326,370 1014000366 

1 筆のすさび . 羇旅漫録 新装版 菅 茶山 1993 9784642090018 ¥9,460 ¥14,190 1014000343 

2 春波楼筆記 . 柳亭記 新装版 司馬 江漢 1993 9784642090025 ¥9,460 ¥14,190 1014000344 

3 雲錦随筆 . 松屋棟梁集 . 橿園随筆 . 近世女風俗考 新装版 暁 鐘成 1993 9784642090032 ¥9,460 ¥14,190 1014000345 

4 蘿月庵国書漫抄 . 画譚鶏肋 . 煙霞綺談 . 柳亭筆記 . 磯山千鳥 . 橘窓自語 新装版 尾崎 雅嘉 1993 9784642090049 ¥9,460 ¥14,190 1014000346 

5 玄同放言 . 都の手ぶり . 織錦舎随筆 新装版 曲亭 馬琴 1993 9784642090056 ¥9,460 ¥14,190 1014000347 

6 睡余小録 . 八水随筆 . 歴世女装考 . 書?贅筆 . 楢の落葉物語 . 金曾木 . 鋸屑譚 新装版 河津 吉迪 1993 9784642090063 ¥9,460 ¥14,190 1014000348 

7 上代衣服考 . 雨窓閑話 . 屋気野随筆 . 寸錦雑綴 . 泊?筆話 . 弁正衣服考 . 心の双紙 新装版  豊田 長敦 1993 9784642090070 ¥9,460 ¥14,190 1014000349 

8 半日閑話 新装版 大田 南畝 1993 9784642090087 ¥9,460 ¥14,190 1014000350 

9 過庭紀談 . 嚶々筆語 . 花街漫録 新装版 原 双桂 1993 9784642090094 ¥9,460 ¥14,190 1014000351 

10 遠碧軒記 . 風のしがらみ . 著作堂一夕話 . 海人のくゞつ . 善庵随筆 新装版 黒川 道祐 1993 9784642090100 ¥9,460 ¥14,190 1014000352 

11 古老茶話 . 秉燭譚 . 四方の硯 新装版 柏崎 永以 1993 9784642090117 ¥9,460 ¥14,190 1014000353 

12 梅園叢書 . 野乃舎随筆 . おもひくさ . 閑窓瑣談 . 還魂紙料 . 擁書漫筆 . 西洋画談 新装版 三浦 安貞 1993 9784642090124 ¥9,460 ¥14,190 1014000354 

13 思ひの儘の記 . 用捨箱 . 向岡閑話 . 撈海一得 . 松陰随筆 . 槻の落葉信濃漫録 新装版 勢多 章甫 1993 9784642090131 ¥9,460 ¥14,190 1014000355 

14 蒹葭堂雑録 . 文会雑記 . 閑窓瑣談後編 . 畏庵随筆 新装版 木村 孔恭 1993 9784642090148 ¥9,460 ¥14,190 1014000356 

15 北辺随筆 . 燕居雑話 . 骨董集 新装版 富士谷 御杖 1994 9784642090155 ¥9,460 ¥14,190 1014000357 

16 かしのしづ枝 . 幽遠随筆 . 松屋叢考 . 宮川舎漫筆 . 駒谷芻言 新装版 中島 広足 1994 9784642090162 ¥9,460 ¥14,190 1014000358 

17 古今沿革考 . 異説まちまち . 閑際筆記 . 独語 . 又楽庵示蒙話 . 南嶺子 . 南嶺子評 新装版 柏崎 永以 1994 9784642090179 ¥9,460 ¥14,190 1014000359 

18 世事百談 . 閑田耕筆 ; 閑田次筆 . 天神祭十二時 新装版 山崎 美成 1994 9784642090186 ¥9,460 ¥14,190 1014000360 

19 筆の御霊 . 東牖子 ; 嗚呼矣草 . 斉諧俗談 . 一宵話 新装版 田沼 善一 1994 9784642090193 ¥9,460 ¥14,190 1014000361 

20 昆陽漫録 ; 続昆陽漫録 ; 続昆陽漫録補 . 南嶺遺稿 . 南嶺遺稿評 . 秉穂録 新装版 青木 昆陽 1994 9784642090209 ¥9,460 ¥14,190 1014000362 

21 年々随筆 . 嘉良喜随筆 . 烹雑の記 新装版 石原 正明 1994 9784642090216 ¥9,460 ¥14,190 1014000363 

22 三のしるべ . 好古日録 ; 好古小録 . 茅窓漫録 新装版 藤井 高尚 1994 9784642090223 ¥9,460 ¥14,190 1014000364 

23 遊芸園随筆 . 庖丁書録 新装版 川路 聖謨 1994 9784642090230 ¥9,460 ¥14,190 1014000365 

■日本随筆大成 第２期 全24巻セット ¥227,040 ¥340,560 1014000391 

1 兎園小説 . 草廬漫筆 新装版 曲亭 馬琴 1994 9784642090247 ¥9,460 ¥14,190 1014000367 

2 円珠庵雑記 . 仮名世説 新装版 契沖 1994 9784642090254 ¥9,460 ¥14,190 1014000368 

3 筱舎漫筆 . 萍花漫筆 新装版 西田 直養 1994 9784642090261 ¥9,460 ¥14,190 1014000369 

4 閑なるあまり . 画証録 新装版 松平 定信 1994 9784642090278 ¥9,460 ¥14,190 1014000370 

5 梅園拾葉 . 新著聞集 新装版 三浦 梅園 1994 9784642090285 ¥9,460 ¥14,190 1014000371 

6 清風瑣言 . 近世奇跡考 新装版 上田 秋成 1994 9784642090292 ¥9,460 ¥14,190 1014000372 

7 筠庭雑録 . 橘窓茶話 新装版 喜多村 信節 1994 9784642090308 ¥9,460 ¥14,190 1014000373 

8 筠庭雑考 . 反古籠 新装版 喜多村 信節 1994 9784642090315 ¥9,460 ¥14,190 1014000374 

9 玉石雑誌 . 二川随筆 新装版 栗原 信充 1994 9784642090322 ¥9,460 ¥14,190 1014000375 

10 飛鳥川 . 江戸雀 新装版 柴村 盛方 1994 9784642090339 ¥9,460 ¥14,190 1014000376 

11 桜の林 . 新増補浮世絵類考 新装版 千家 尊澄 1994 9784642090346 ¥9,460 ¥14,190 1014000377 

12 玲瓏随筆 . 十八大通 新装版 沢庵 1994 9784642090353 ¥9,460 ¥14,190 1014000378 

13 河社 . 多波礼草 新装版 契沖 1994 9784642090360 ¥9,460 ¥14,190 1014000379 

14 足薪翁記 . 奴師労之 新装版 柳亭 種彦 1994 9784642090377 ¥9,460 ¥14,190 1014000380 

15 南留別志 . 酣中清話 新装版 荻生 徂徠 1995 9784642090384 ¥9,460 ¥14,190 1014000381 

16 三省録 . 年山紀聞 新装版 志賀 忍 1995 9784642090391 ¥9,460 ¥14,190 1014000382 

17 遊京漫録 . 柳庵随筆 新装版 清水 浜臣 1995 9784642090407 ¥9,460 ¥14,190 1014000383 

18 薫風雑話 . 立路随筆 新装版 渋川 時英 1995 9784642090414 ¥9,460 ¥14,190 1014000384 

19 楓軒偶記 . 燕石雑志 新装版 小宮山 楓軒 1995 9784642090421 ¥9,460 ¥14,190 1014000385 

20 静軒痴談 . 閑散余録 新装版 寺門 静軒 1995 9784642090438 ¥9,460 ¥14,190 1014000386 

21 折々草 . 難波江 新装版 建部 綾足 1995 9784642090445 ¥9,460 ¥14,190 1014000387 

22 下馬のおとなひ . 松の落葉 . 蜑の焼藻の記 . 闇の曙 新装版 堀 秀成 1995 9784642090452 ¥9,460 ¥14,190 1014000388 

23 卯花園漫録 . 雅遊漫録 新装版 石上 宣続 1995 9784642090469 ¥9,460 ¥14,190 1014000389 

24 思斉漫録 . 莘野茗談 新装版 中村 弘毅 1995 9784642090476 ¥9,460 ¥14,190 1014000390 
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日本随筆大成  

No. 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 

■日本随筆大成 第３期 全24巻セット ¥227,040 ¥340,560 1014000416 

1 理斎随筆 . 花月草紙 新装版 志賀 忍 1995 9784642090483 ¥9,460 ¥14,190 1014000392 

2 浪華百事談 . 異本洞房語園 新装版 庄司 勝富 1995 9784642090490 ¥9,460 ¥14,190 1014000393 

3 中陵漫録 . 柳庵雑筆 新装版 佐藤 成裕 1995 9784642090506 ¥9,460 ¥14,190 1014000394 

4 俗耳鼓吹 . 消閑雑記 新装版 大田 南畝 1995 9784642090513 ¥9,460 ¥14,190 1014000395 

5 関の秋風 . 癇癖談 新装版 松平 定信 1995 9784642090520 ¥9,460 ¥14,190 1014000396 

6 とはずかたり . 駿台雑話 新装版 中井 甃庵 1995 9784642090537 ¥9,460 ¥14,190 1014000397 

7 後松日記 新装版 松岡 行義 1995 9784642090544 ¥9,460 ¥14,190 1014000398 

8 見た京物語 . 莚響録 新装版 木室 卯雲 1995 9784642090551 ¥9,460 ¥14,190 1014000399 

9 松亭漫筆 . 孝経楼漫筆 新装版 中村 経年 1995 9784642090568 ¥9,460 ¥14,190 1014000400 

10 春湊浪話 . 松竹問答 新装版 土肥 経平 1995 9784642090575 ¥9,460 ¥14,190 1014000401 

11 麓の花 . 妙々奇談 新装版 山崎 美成 1995 9784642090582 ¥9,460 ¥14,190 1014000402 

12 梅園日記 . 後は昔物語 新装版 北 静廬 1995 9784642090599 ¥9,460 ¥14,190 1014000403 

13 塩尻 1 巻1-巻25 新装版 天野 信景 1995 9784642090605 ¥9,460 ¥14,190 1014000404 

14 塩尻 2 巻26-巻50 新装版 天野 信景 1995 9784642090612 ¥9,460 ¥14,190 1014000405 

15 塩尻 3 巻51-巻71 新装版 天野 信景 1996 9784642090629 ¥9,460 ¥14,190 1014000406 

16 塩尻 4 巻72-巻100 新装版 天野 信景 1996 9784642090636 ¥9,460 ¥14,190 1014000407 

17 塩尻拾遺 1 巻1-巻49 新装版 天野 信景 1996 9784642090643 ¥9,460 ¥14,190 1014000408 

18 塩尻拾遺 2 巻51-巻120 新装版 天野 信景 1996 9784642090650 ¥9,460 ¥14,190 1014000409 

19 翁草 1 巻1-35 新装版 神沢 杜口 1996 9784642090667 ¥9,460 ¥14,190 1014000410 

20 翁草 2 巻36-63 新装版 神沢 杜口 1996 9784642090674 ¥9,460 ¥14,190 1014000411 

21 翁草 3 巻64-102 新装版 神沢 杜口 1996 9784642090681 ¥9,460 ¥14,190 1014000412 

22 翁草 4 巻103-132 新装版 神沢 杜口 1996 9784642090698 ¥9,460 ¥14,190 1014000413 

23 翁草 5 巻133-166 新装版 神沢 杜口 1996 9784642090704 ¥9,460 ¥14,190 1014000414 

24 翁草 6 巻167-200 新装版 神沢 杜口 1996 9784642090711 ¥9,460 ¥14,190 1014000415 

■日本随筆大成 別巻 全10巻セット ¥94,600 ¥141,900 1014000427 

1 一話一言 1 新装版 大田 南畝 1996 9784642090728 ¥9,460 ¥14,190 1014000417 

2 一話一言 2 新装版 大田 南畝 1996 9784642090735 ¥9,460 ¥14,190 1014000418 

3 一話一言 3 新装版 大田 南畝 1996 9784642090742 ¥9,460 ¥14,190 1014000419 

4 一話一言 4 新装版 大田 南畝 1996 9784642090759 ¥9,460 ¥14,190 1014000420 

5 一話一言 5 新装版 大田 南畝 1996 9784642090766 ¥9,460 ¥14,190 1014000421 

6 一話一言 6 新装版 大田 南畝 1996 9784642090773 ¥9,460 ¥14,190 1014000422 

7 嬉遊笑覧 1 巻1-巻2 新装版 喜多村 信節 1996 9784642090780 ¥9,460 ¥14,190 1014000423 

8 嬉遊笑覧 2 巻3-巻5 新装版 喜多村 信節 1996 9784642090797 ¥9,460 ¥14,190 1014000424 

9 嬉遊笑覧 3 巻6-巻9 新装版 喜多村 信節 1996 9784642090803 ¥9,460 ¥14,190 1014000425 

10 嬉遊笑覧 4 巻10-巻12・附録 新装版 喜多村 信節 1996 9784642090810 ¥9,460 ¥14,190 1014000426 

■続日本随筆大成 全12巻セット ¥113,520 ¥170,280 1014005096 

1 講習餘筆 森 銑三 1979 9784642086127 ¥9,460 ¥14,190 1014005084 

2 九桂草堂随筆 森 銑三 1979 9784642086134 ¥9,460 ¥14,190 1014005085 

3 見し世の人の記 森 銑三 1979 9784642086141 ¥9,460 ¥14,190 1014005086 

4 一字訓 森 銑三 1979 9784642086158 ¥9,460 ¥14,190 1014005087 

5 気吹舎筆叢 他 森 銑三 1980 9784642086165 ¥9,460 ¥14,190 1014005088 

6 退閑雑記 他 森 銑三 1980 9784642086172 ¥9,460 ¥14,190 1014005089 

7 一昔話  他 森 銑三 1980 9784642086189 ¥9,460 ¥14,190 1014005090 

8 寓意草  他 森 銑三 1980 9784642086196 ¥9,460 ¥14,190 1014005091 

9 古今物忘れの記  他 森 銑三 1980 9784642086202 ¥9,460 ¥14,190 1014005092 

10 醍醐随筆  他 森 銑三 1980 9784642086219 ¥9,460 ¥14,190 1014005093 

11 寐ものがたり  他 森 銑三 1981 9784642086226 ¥9,460 ¥14,190 1014005094 

12 強斎先生雑話筆記  他 森 銑三 1981 9784642086233 ¥9,460 ¥14,190 1014005095 

■続日本随筆大成 別巻 全12巻セット ¥113,520 ¥170,280 1014005109 

1 近世風俗見聞集 1 森 銑三 1981 9784642086240 ¥9,460 ¥14,190 1014005097 

2 近世風俗見聞集 2 森 銑三 1981 9784642086257 ¥9,460 ¥14,190 1014005098 

3 近世風俗見聞集 3 森 銑三 1982 9784642086264 ¥9,460 ¥14,190 1014005099 

4 近世風俗見聞集 4 森 銑三 1982 9784642086271 ¥9,460 ¥14,190 1014005100 

5 近世風俗見聞集 5 森 銑三 1982 9784642086288 ¥9,460 ¥14,190 1014005101 

6 近世風俗見聞集 6 森 銑三 1982 9784642086295 ¥9,460 ¥14,190 1014005102 

7 近世風俗見聞集 7 森 銑三 1982 9784642086301 ¥9,460 ¥14,190 1014005103 

8 近世風俗見聞集 8 森 銑三 1982 9784642086318 ¥9,460 ¥14,190 1014005104 

9 近世風俗見聞集 9 森 銑三 1983 9784642086325 ¥9,460 ¥14,190 1014005105 

10 近世風俗見聞集 10 森 銑三 1983 9784642086332 ¥9,460 ¥14,190 1014005106 

11 民間風俗年中行事 上 森 銑三 1983 9784642086349 ¥9,460 ¥14,190 1014005107 

12 民間風俗年中行事 下 森 銑三 1983 9784642086356 ¥9,460 ¥14,190 1014005108 
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日本近代の歴史  

幕末・維新期から戦後日本のはじまりの時期まで、政治の動きを中心に近代日本を描く通史。西欧列強や

東アジアとの関係、国内の政治構造、民衆の動きや社会運動などについて、第一線で活躍する研究者が

最新の研究成果をもとに書き下ろす。世代を超えて理解できる平易な記述と、豊富な図版や史料紹介・ 

年表による立体的編集で、近代の姿が甦る。 

No. 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 

1 維新と開化 奥田 晴樹 2016 9784642068123 ¥9,240 ¥13,860 1023366765 

2 「主権国家」成立の内と外 大日方 純夫 2016 9784642068130 ¥9,240 ¥13,860 1023668544 

3 日清・日露戦争と帝国日本 飯塚 一幸 2016 9784642068147 ¥9,240 ¥13,860 1023891818 

4 国際化時代「大正日本」 大日方 純夫 2017 9784642068154 ¥9,240 ¥13,860 1024014987 

5 戦争とファシズムの時代へ 河島 真 2017 9784642068161 ¥9,240 ¥13,860 1024322148 

6 総力戦のなかの日本政治 源川 真希 2017 9784642068178 ¥9,240 ¥13,860 1024589454 

全6巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥55,440  ¥83,160  
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現代日本政治史  

第１巻 ： 連合軍進駐から、吉田・片山・芦田内閣まで、講和と安全保障をめぐる戦後8年を描く。 

第２巻 ： 吉田茂・鳩山一郎・池田勇人・岸信介ら政治家たちの苦闘を追う。 

第３巻 ： 地域格差や沖縄基地問題など、今なお続く政治課題も顕在化した時代の様相を描く。 

第４巻 ： 列島改造を訴えた田中角栄から、消費税導入を果たした竹下登政権までを分析。 

第５巻 ： 変化するグローバル社会への対応にも目をむけ、現在とこれからの日本政治を考える。 

全5巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥34,650 ¥51,975 

No. 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 

1 占領から独立へ ―1945〜1952― 楠 綾子 2013 9784642064354 ¥8,580 ¥12,870 1018856010 

2 独立完成への苦闘 ―1952〜1960― 池田 慎太郎 2012 9784642064361 ¥5,940 ¥8,910 1018856011 

3 高度成長と沖縄返還 ―1960〜1972― 中島 琢磨 2012 9784642064378 ¥6,930 ¥10,395 1018856012 

4 大国日本の政治指導 ―1972〜1989― 若月 秀和 2012 9784642064385 ¥6,930 ¥10,395 1018856013 

5 「改革」政治の混迷 ―1989〜― 佐道 明広 2012 9784642064392 ¥6,270 ¥9,405 1018856014 
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坂本太郎著作集   

坂本太郎  

国史学者。 1926年東京大学卒業。 45年東京大学教授。史料編纂官を兼ね、のち 51年東京大学史料編纂所長。 

58年日本学士院会員。 62年東京大学名誉教授。日本古代史を専攻し、その実証的史風は高く評価されている。 

また、第2次世界大戦後の史学界の再建、歴史教育の普及に努めた。 82年文化勲章受章。主著『土地制度の研

究』『大化改新の研究』『古代史の基礎的研究』。 

日本古代史研究に不滅の巨蹟を遺した「坂本史学」の全容。 

実証的研究60年の金字塔！ 

No. 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 古代の日本 1989 9784642042727 ¥22,275 ¥33,412 1022527172 

2 古事記と日本書紀 1988 9784642042734 ¥23,100 ¥34,650 1022527173 

3 六国史 1989 9784642042741 ¥21,450 ¥32,175 1022527174 

4 風土記と万葉集 1988 9784642042758 ¥21,450 ¥32,175 1022527175 

5 修史と史学 1989 9784642042765 ¥23,100 ¥34,650 1022527176 

6 大化改新 1988 9784642042772 ¥22,275 ¥33,412 1022527177 

7 律令制度 1989 9784642042789 ¥22,275 ¥33,412 1022527178 

8 古代の駅と道 1989 9784642042796 ¥24,750 ¥37,125 1022527179 

9 聖徳太子と菅原道真 1989 9784642042802 ¥23,100 ¥34,650 1022527180 

10 歴史教育と文化財 1989 9784642042819 ¥23,925 ¥35,887 1022527181 

11 歴史と人物 1989 9784642042826 ¥21,450 ¥32,175 1022527182 

12 わが青春 1989 9784642042833 ¥21,450 ¥32,175 1022527183 

全12巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥270,600 ¥05,898 
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古代関連タイトル  

古代 に 関 す る タ イ ト ル  
～原始時代から奈良・平安時代まで～  

日本古代中世の葬送と社会 
同時1アクセス（本体） ¥24,750 

同時3アクセス（本体） ¥37,125 

冊子版ISBN 9784642046374  

著編者名 島津 毅 発行年 2017 商品コード 1025881765 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 具体的な事例を交えながら、読者を政治理論の世界へ
と導く、新しい入門書。普段の生活で出くわす何気ない疑問を手がかりに、政治理論の考え方をやさしく説いていきます。政
治に興味のない人も、より深く政治を学びたい人も、まずは「ここ」から始めてみよう。 

古代地方寺院の造営と景観 
同時1アクセス（本体） ¥26,400 

同時3アクセス（本体） ¥39,600 

冊子版ISBN 9784642046381  

著編者名 梶原 義実 発行年 2017 商品コード 1026405257 

６世紀末の飛鳥寺の造営以降、全国各地には数多くの寺院が建立された。大きな労力を伴う寺院造営が、なぜこれほどまで
に流行したのか。造営場所に選ばれた立地（景観）に着目し、近江・伊勢をはじめ、東は上総・下総、西は豊前・筑前までの
多くの事例を詳細に検証。祖先信仰や開発拠点、水源祭祀など、地方社会のなかにおける寺院の多様性を探る。 

日本古代女官の研究 
同時1アクセス（本体） ¥26,400 

同時3アクセス（本体） ¥39,600 

冊子版ISBN 9784642046312  

著編者名 伊集院 葉子 発行年 2016 商品コード 1023366769 

唐を模範とした日本の律令制は女性を官僚機構から<排除>する一方、重要政務を課し行政運営のなかに<包摂>した。この
矛盾したシステムのもと、女官が得た公的地位とはいかなるものだったか。女官の実態と政治的役割に迫る。 

日本古代の表記と文体 
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 9784642042710  

著編者名 沖森 卓也 発行年 2000 商品コード 1022527171 

国語学上の精緻な論証を基礎に、木簡等の新たな文字資料の適切な読解を提示。また古事記・万葉集などの分析を通して
日本語表記の詳細な変遷を跡付けるなど、古代資料の位置づけを考える指針を与える論考。 

平安貴族社会の研究 
同時1アクセス（本体） ¥25,575 

同時3アクセス（本体） ¥38,362 

冊子版ISBN 9784642042307  

著編者名 橋本 義彦 発行年 1976 商品コード 1022527130 

平安鎌倉時代の厖大な記録文書の綿密な実証により、摂関期から院政期の政治権力について分析。平安貴族社会の構造
と特質を解明する。 

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 

前方後円墳と東国社会―古墳時代―（1） 若狭 徹 2016 9784642068185 ¥9,240 ¥13,860 1024014988 

坂東の成立―飛鳥・奈良時代―（2） 川尻 秋生 2017 9784642068192 ¥9,240 ¥13,860 1024118123 

覚醒する「関東」―平安時代―（3） 荒井 秀規 2017 9784642068208 ¥9,240 ¥13,860 1025233652 

古代の東国 
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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 

モノと技術の古代史 金属編 村上 恭通 2017 9784642017374 ¥18,700 ¥28,050 1024322144 

古代飛鳥の都市構造 相原 嘉之 2017 9784642046350 ¥31,900 ¥47,850 1024322150 

日本古代の氏族と系譜伝承 鈴木 正信 2017 9784642046367 ¥35,200 ¥52,800 1024775733 

古代豪族葛城氏と大古墳 小笠原 好彦 2017 9784642083232 ¥7,260 ¥10,890 1025599539 

陶芸編 （モノと技術の古代史） 小林 正史 2017 9784642017381 ¥18,700 ¥28,050 1025881767 

牛車で行こう! ―平安貴族と乗り物文化― 京楽 真帆子 2017 9784642083188 ¥6,270 ¥9,405 1025193929 

飛鳥史跡事典 木下 正史 2016 9784642082907 ¥8,910 ¥13,365 1020083474 

日本古代・中世都市論 仁木 宏 2016 9784642046299 ¥27,500 ¥41,250 1020782059 

古代の人々の心性と環境 ―異界・境界・現世― 三宅 和朗 2016 9784642046305 ¥15,400 ¥23,100 1021588046 

ここまでわかった飛鳥・藤原京 ―倭国から日本へ― 豊島 直博 2016 9784642082983 ¥7,920 ¥11,880 1022295756 

日本古代の郡司と天皇 磐下 徹 2016 9784642046336 ¥26,400 ¥39,600 1023891821 

古代国家仏教と在地社会 ―日本霊異記と東大寺諷誦文稿の研究― 藤本 誠 2016 9784642046343 ¥31,900 ¥47,850 1023891822 

平安初期の王権と文化 笹山 晴生 2016 9784642046329 ¥26,400 ¥39,600 1023891820 

古代都城の造営と都市計画 近江 俊秀 2015 9784642093415 ¥26,400 ¥39,600 1017162585 

日本古代の地域と社会統合 溝口 優樹 2015 9784642046183 ¥31,900 ¥47,850 1017332750 

日本古代都城制と城柵の研究 阿部 義平 2015 9784642046190 ¥26,400 ¥39,600 1017819722 

古代をあゆむ 笹山 晴生 2015 9784642082761 ¥8,250 ¥12,375 1018441454 

日本古代の典籍と宗教文化 増尾 伸一郎 2015 9784642046237 ¥27,500 ¥41,250 1018683922 

日本の古代宮都と文物 小笠原 好彦 2015 9784642046244 ¥31,900 ¥47,850 1018858734 

日本古代の喪葬儀礼と律令制 稲田 奈津子 2015 9784642046251 ¥27,500 ¥41,250 1019023619 

古代国家の東北辺境支配 （日本史学研究叢書） 今泉 隆雄 2015 9784642046220 ¥40,700 ¥61,050 1019023621 

古墳時代の生産と流通 和田 晴吾 2015 9784642093446 ¥12,100 ¥18,150 1019314854 

日本古代の年齢集団と地域社会 田中 禎昭 2015 9784642046275 ¥31,900 ¥47,850 1019532971 

日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 苅米 一志 2015 9784642082730 ¥5,610 ¥8,415 1019748488 

奈良時代建築の造営体制と維持管理 海野 聡 2015 9784642046268 ¥31,900 ¥47,850 1019532966 

律令制と正倉院の研究 柳 雄太郎 2015 9784642046176 ¥35,200 ¥52,800 1017332745 

日本古代王権と唐物交易 皆川 雅樹 2014 9784642046121 ¥27,500 ¥41,250 1016480060 

古墳時代の日朝関係 ―新羅・百済・大加耶と倭の交渉史― 高田 貫太 2014 9784642093354 ¥35,200 ¥52,800 1016480062 

古墳時代の葬制と他界観 和田 晴吾 2014 9784642093330 ¥12,100 ¥18,150 1016480065 

日本史を学ぶための「古代の暦」入門 細井 浩志 2014 9784642082556 ¥9,570 ¥14,355 1016605960 

古代政治史における天皇制の論理  増訂版 河内 祥輔 2014 9784642082600 ¥9,900 ¥14,850 1016671108 

在庁官人と武士の生成 森 公章 2013 9784642046084 ¥28,600 ¥42,900 1018855990 

日本古代の文字と地方社会 三上 喜孝 2013 9784642046077 ¥28,600 ¥42,900 1018855992 

平城京成立史論 北村 優季 2013 9784642046107 ¥28,600 ¥42,900 1016480049 

長岡京の歴史考古学研究 國下 多美樹 2013 9784642046091 ¥35,200 ¥52,800 1016480047 

和名類聚抄郡郷里驛名考證 池辺 弥 2007 9784642009249 ¥66,000 ¥99,000 1012559689 

平安貴族と邸第 朧谷 寿 2000 9784642042314 ¥20,625 ¥30,937 1022527131 

日本古代王権と儀式 古瀬 奈津子 1998 9784642042277 ¥23,100 ¥34,650 1022527127 

古代対外関係史の研究 鈴木 靖民 1985 9784642042284 ¥28,875 ¥43,312 1022527128 

太子信仰の研究 林 幹彌 1980 9784642042246 ¥24,750 ¥37,125 1022527124 

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 

制度と実態（1） 舘野 和己 2016 9784642017282 ¥17,600 ¥26,400 1020083468 

旅と交易（2） 舘野 和己 2016 9784642017299 ¥17,600 ¥26,400 1021588043 

遺跡と技術日本古代の交通・交流・情報 （3） 舘野 和己 2016 9784642017305 ¥17,600 ¥26,400 1022295753 

日本古代の交通・交流・情報  

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 

律令国郡里制の実像 上 平川 南 2014 9784642046138 ¥28,600 ¥42,900 1016480068 

律令国郡里制の実像 下 平川 南 2014 9784642046145 ¥28,600 ¥42,900 1016480069 

律令国郡里制の実像  

古代関連タイトル  

古代 に 関 す る タ イ ト ル  
～原始時代から奈良・平安時代まで～  
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新撰姓氏録の研究  

No. 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 

1 新撰姓氏録の研究 本文篇 佐伯 有清 2007 9784642009157 ¥39,600 ¥59,400 1012559690 

2 新撰姓氏録の研究 研究篇 佐伯 有清 2007 9784642009164 ¥49,500 ¥74,250 1012559691 

3 新撰姓氏録の研究 考証篇 第1 佐伯 有清 2007 9784642009171 ¥42,900 ¥64,350 1012559692 

4 新撰姓氏録の研究 考証篇 第2 佐伯 有清 2007 9784642009188 ¥42,900 ¥64,350 1012559693 

5 新撰姓氏録の研究 考証篇 第3 佐伯 有清 2007 9784642009195 ¥42,900 ¥64,350 1012559694 

6 新撰姓氏録の研究 考証篇 第4 佐伯 有清 2007 9784642009201 ¥42,900 ¥64,350 1012559695 

7 新撰姓氏録の研究 考証篇 第5 佐伯 有清 2007 9784642009218 ¥42,900 ¥64,350 1012559696 

8 新撰姓氏録の研究 考証篇 第6 佐伯 有清 2007 9784642009225 ¥42,900 ¥64,350 1012559697 

9 新撰姓氏録の研究 索引・論考篇 佐伯 有清 2007 9784642009232 ¥42,900 ¥64,350 1012559698 

10 新撰姓氏録の研究 拾遺篇 佐伯 有清 2001 9784642023689 ¥42,900 ¥64,350 1012559699 

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 

¥432,300 ¥648,450 1013141442 

新撰姓氏録は平安時代のはじめに集成された諸氏の系譜書で、日本古代氏族の実態や、姓氏家系をし

らべる上に、欠くことのできない文献である。 『本文篇』は従来行なわれたことがなかった諸本の研究をと

おして、厳密な校訂を加えたものである。はじめて信頼できる定本が世に送られることになり、巻末附載

の姓氏名・人名索引とともに本文の利用は至って便利なものとなった。 

古代 に 関 す る タ イ ト ル  
～原始時代から奈良・平安時代まで～  
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豊田武著作集   

豊田武  

1910－1980 昭和時代の日本史学者。 

明治43年3月9日生まれ。東京女高師(現お茶の水女子大)教授、文部省図書監修官をへて昭和22年東北大教授、 

48年法大教授。日本中世史,とくに商業・宗教・都市史における実証的な研究で知られる。昭和55年3月29日死去。

70歳。東京出身。東京帝大卒。著作に「中世日本商業史の研究」など。 

中世史研究に不滅の業績を遺した「豊田史学」の全容！ 

全8巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥215,325  ¥322,986  

中世 に 関 す る タ イ ト ル  
～鎌倉時代から室町時代まで～  

No. 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 座の研究 1982 9784642042840 ¥24,750 ¥37,125 1022527184 

2 中世日本の商業 1982 9784642042857 ¥27,225 ¥40,837 1022527185 

3 中世の商人と交通 1983 9784642042864 ¥26,400 ¥39,600 1022527186 

4 封建都市 1983 9784642042871 ¥26,400 ¥39,600 1022527187 

5 宗教制度史 1982 9784642042888 ¥26,400 ¥39,600 1022527188 

6 中世の武士団 1982 9784642042895 ¥25,575 ¥38,362 1022527189 

7 中世の政治と社会 1983 9784642042901 ¥27,225 ¥40,837 1022527190 

8 日本の封建制 1983 9784642042918 ¥31,350 ¥47,025 1022527191 
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増訂織田信長文書の研究  

No. 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 

1 織田信長文書の研究 上巻  増訂版第2刷 奥野 高広 2007 9784642009072 ¥62,700 ¥94,050 1012559686 

2 織田信長文書の研究 下巻  増訂版第2刷 奥野 高広 2007 9784642009089 ¥62,700 ¥94,050 1012559687 

3 織田信長文書の研究 補遺・索引  増訂版第2刷 奥野 高広 2007 9784642009096 ¥49,500 ¥74,250 1012559688 

全3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 

¥174,900 ¥262,350 1013141441 

現存する信長文書を悉く網羅・編年した研究者必備の

大著。全編にわたる改訂と補遺文書の増補は、全３冊

の決定版をなす。年代毎の時代展望や各文書に付す読

み下し文・内容解説は一般読書人にも好適。 増訂版の

特色として、旧版所収の信長文書1229通の原本等によ

る改訂、原典や読み下し文の修訂などが行われている。 

また、「索引」は、本文の大改訂や補遺の増補に伴い全

項目の再点検が行われている。 

現代語訳小右記  

摂関政治最盛期の「賢人右府」藤原実資。宮中の政

務や儀式の様子を６０年以上にわたり詳細に綴った

日記『小右記』が現代語訳で初めて甦る。道長・一条

天皇・紫式部らと関わりながら政務に携わる姿や、

公卿への批判、我が子への愛情など、一個人として

の心情も垣間見え貴重。用語解説・系図・関連地図

などを付載した、平安時代史研究に必備の記録。 

No. 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 

1 三代の蔵人頭 倉本一宏 2015 9784642018166 ¥9,240 ¥13,860 1019314850 

2 道長政権の成立 藤原 実資 2016 9784642018173 ¥9,240 ¥13,860 1020782061 

3 現代語訳小右記 藤原 実資 2016 9784642018180 ¥9,240 ¥13,860 1023668546 

4 敦成親王誕生 藤原 実資 2017 9784642018197 ¥9,240 ¥13,860 1024775731 

5 紫式部との交流 藤原 実資 2017 9784642018203 ¥9,240 ¥13,860 1026405255 

6 三条天皇の信任 藤原 実資 2018 9784642018210 ¥9,900 ¥14,850 1027659390 

7 後一条天皇即位 藤原 実資 2018 9784642018227 ¥9,900 ¥14,850 1029161054 

7冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥66,000  ¥99,000  

中世 に 関 す る タ イ ト ル  
～鎌倉時代から室町時代まで～  
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里山の成立 ―中世の環境と資源― 

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 9784642082846  

著編者名 水野 章二 発行年 2015 商品コード 1019023620 

人々が生活のために、利用しながら作り出した里山。中世の畿内近国を中心に、山野河海をめぐる人と
自然、人と人の関係を解明。里山が成立する過程やその特質を明らかにし、村落研究・環境史研究の
可能性をひらく。●著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 

悪党召し捕りの中世 
 ―鎌倉幕府の治安維持― 

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 9784642083133  

著編者名 西田 友広 発行年 2017 商品コード 1024322147 

中世において「悪党」と呼ばれる人々が、朝廷・幕府や荘園領主と敵対し、召し捕りの対象とされた。鎌倉中
期以降、朝廷・幕府に悪党を訴える訴訟が多く提起され、荘園領主や地域社会も独自の治安維持機能をもっ
て悪党と対峙した。犯罪者を逮捕・処罰する「検断」の実態を探り、自力救済が前提の中世社会を治安維持
から追究。悪党の実像に迫る。●著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  

火砲の起原とその傳流 

同時1アクセス（本体） ¥31,350 

同時3アクセス（本体） ¥47,025 

冊子版ISBN 9784642042482  

著編者名 有馬 成甫 発行年 1962 商品コード 1022527148 

火炮の源流、伝播の経路、発展の経過等を、様々な文献史料と著者が生涯をかけて博捜した実物の
分析で論証。知られる限りの実物写真を収載するなど、研究資料としても役立つ火炮研究の基礎を築
いた前人未踏の業績。 

戦国時代の自力と秩序 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784642029148  

著編者名 神田 千里 発行年 2013 商品コード 1018855988 

戦国時代、人々の行動を規定した論理・価値とは何だったのか。宗論、寺内法、織田政権と支配の論理
などから自力の観念を追究。また、土一揆の実像に武装蜂起の実態から迫り、中・近世移行期の政治・
社会的秩序を解き明かす。 

中世関連タイトル  

中世 に 関 す る タ イ ト ル  
～鎌倉時代から室町時代まで～  
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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 

中近世の生業と里湖の環境史 佐野 静代 2017 9784642029360 ¥27,500 ¥41,250 1024589455 

加賀藩の社会と政治 高澤 裕一 2017 9784642034760 ¥37,400 ¥56,100 1024322141 

対馬宗氏の中世史 荒木 和憲 2017 9784642083140 ¥10,560 ¥15,840 1024322145 

朝河貫一と日欧中世史研究 海老澤 衷 2017 9784642029353 ¥26,400 ¥39,600 1024322146 

平家政権と荘園制 前田 英之 2017 9784642029391 ¥23,100 ¥34,650 1026405256 

戦国時代の南奥羽社会 ―大崎・伊達・最上氏― 遠藤 ゆり子 2016 9784642029308 ¥28,600 ¥42,900 1020296369 

豊臣政権の権力構造 堀越 祐一 2016 9784642029292 ¥24,750 ¥37,125 1020296373 

三浦一族の研究 高橋 秀樹 2016 9784642029315 ¥12,100 ¥18,150 1021588044 

三条実美 ―孤独の宰相とその一族― 刑部 芳則 2016 9784642082945 ¥8,250 ¥12,375 1021588045 

豊臣水軍興亡史 山内 譲 2016 9784642082969 ¥7,590 ¥11,385 1022022451 

信長軍の合戦史 ―1560-1582― 渡邊 大門 2016 9784642082976 ¥5,940 ¥8,910 1022022453 

日本中世の権力と寺院 高橋 慎一朗 2016 9784642029322 ¥26,400 ¥39,600 1022699019 

石田三成伝 中野 等 2016 9784642029346 ¥12,100 ¥18,150 1024014993 

中世の唐物と伝来技術 関 周一 2015 9784642029230 ¥26,400 ¥39,600 1017162582 

譜代大名の創出と幕藩体制 小宮山 敏和 2015 9784642034685 ¥28,600 ¥42,900 1017332746 

番茶と庶民喫茶史 （日本歴史民俗叢書） 中村 羊一郎 2015 9784642074124 ¥23,100 ¥34,650 1017522732 

中世城郭の縄張と空間 ―土の城が語るもの―（城を極める） 松岡 進 2015 9784642064828 ¥7,260 ¥10,890 1017522735 

東アジアの中世城郭 ―女真の山城と平城―（城を極める） 臼杵 勲 2015 9784642064835 ¥7,260 ¥10,890 1018194069 

織田信長権力論 金子 拓 2015 9784642029254 ¥18,700 ¥28,050 1017973052 

歴史のなかの石造物 ―人間・死者・神仏をつなぐ― 山川 均 2015 9784642082815 ¥8,250 ¥12,375 1018683924 

中世公武関係と承久の乱 長村 祥知 2015 9784642029285 ¥26,400 ¥39,600 1019532972 

中世日本の信用経済と徳政令 井原 今朝男 2015 9784642029278 ¥35,200 ¥52,800 1019532973 

鎌倉将軍執権連署列伝 細川 重男 2015 9784642082860 ¥8,250 ¥12,375 1019532974 

日本中世の穢と秩序意識 片岡 耕平 2014 9784642029186 ¥31,900 ¥47,850 1016480059 

近世起請文の研究 大河内 千恵 2014 9784642034623 ¥37,400 ¥56,100 1016480063 

日本中世百姓成立史論 木村 茂光 2014 9784642029193 ¥27,500 ¥41,250 1016480066 

マンチュリア史研究 ―「満洲」六〇〇年の社会変容― 塚瀬 進 2014 9784642038379 ¥31,900 ¥47,850 1016824301 

曽我物語の史的研究 坂井 孝一 2014 9784642029216 ¥31,900 ¥47,850 1016972198 

中近世京都の祭礼と空間構造 ―御霊祭・今宮祭・六斎念仏― 本多 健一 2013 9784642029155 ¥28,600 ¥42,900 1016480042 

武家政権成立史 ―気候変動と歴史学― 磯貝 富士男 2013 9784642029162 ¥10,560 ¥15,840 1016480045 

室町幕府と地域権力 大薮 海 2013 9784642029179 ¥28,600 ¥42,900 1016480052 

古事記はいかに読まれてきたか ―「神話」の変貌― 斎藤 英喜 2012 9784642080811 ¥7,920 ¥11,880 1018856016 

戦国期室町幕府と将軍 山田 康弘 2000 9784642042437 ¥14,850 ¥22,275 1022527143 

戦国大名毛利氏の研究 秋山 伸隆 1998 9784642042444 ¥18,975 ¥28,462 1022527144 

日本中世の家と親族 高橋 秀樹 1996 9784642042390 ¥19,800 ¥29,700 1022527139 

室町幕府と国人一揆 福田 豊彦 1995 9784642042413 ¥19,800 ¥29,700 1022527141 

中世の変革と徳政 ―神領興行法の研究― 海津 一朗 1994 9784642042406 ¥15,675 ¥23,512 1022527140 

戦国大名今川氏の研究 有光 友学 1994 9784642042451 ¥23,100 ¥34,650 1022527145 

鎌倉幕府御家人制度の研究 田中 稔 1991 9784642042376 ¥23,925 ¥35,887 1022527137 

日蘭文化交渉史の研究 第4刷 [補訂]（日本史学研究叢書） 板沢 武雄 1986 9784642042529 ¥31,350 ¥47,025 1022527152 

朱印船貿易史の研究 新版 岩生 成一 1985 9784642042475 ¥25,575 ¥38,362 1022527147 

後北条氏研究 小和田 哲男 1983 9784642042468 ¥25,575 ¥38,362 1022527146 

郡司及び采女制度の研究 磯貝 正義 1978 9784642042253 ¥22,275 ¥33,412 1022527125 

律令官人制の研究 3版増訂版（日本史学研究叢書） 野村 忠夫 1978 9784642042260 ¥27,225 ¥40,837 1022527126 

中世祭祀組織の研究 増補版 萩原 龍夫 1975 9784642042383 ¥33,000 ¥49,500 1022527138 

一向一揆の研究 第4版 井上 鋭夫 1975 9784642042420 ¥34,650 ¥51,975 1022527142 

中世量制史の研究 （日本史学研究叢書） 宝月 圭吾 1961 9784642042369 ¥24,750 ¥37,125 1022527136 

中世関連タイトル  
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西山松之助著作集  

巻数 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 内容紹介 

第1巻 1982 9784642042925 ¥26,400 ¥39,600 1022527192 
多年の実体調査により、家元の種類や系譜を分類体系化し、単なる家元が
壮大な家元制度に推転した史的展開の時代とそのメカニズムを解明。 

第2巻 1982 9784642042932 ¥26,400 ¥39,600 1022527193 
『家元ものがたり』『現代の家元』の二著を中心にすえ、さらに叢書・雑誌類
に発表された著者の家元研究関係論文を集大成した 

第3巻 1983 9784642042949 ¥24,750 ¥37,125 1022527194 
都市江戸の特質を男性都市・火災都市などの視点から論じ、そうした社会
的特質をもつ江戸住民の生活文化を、下町と山手に分けて論究。 

第4巻 1983 9784642042956 ¥24,750 ¥37,125 1022527195 
「近世文化史への提言」「江戸と地方文化」「近世文化の展開」など四章構
成。著者の主要研究対象である近世文化に関する論稿を収録。 

第5巻 1985 9784642042963 ¥26,400 ¥39,600 1022527196 
「くるわ」「岡場所」「遊びと芸能」など五章に構成。遊びの世界とされてきた
廊などの風俗を文化史学の研究対象として分析し体系化。 

第6巻 1984 9784642042970 ¥24,750 ¥37,125 1022527197 
芸道における名人の社会的基盤・思想・文化を分析した「名人」や「近世の
芸道」「伝統と現代」を収めた著者の独壇場というべき名篇。 

第7巻 1987 9784642042987 ¥29,700 ¥44,550 1022527198 
大江戸という独特の都市文化環境のなかで生みだされた総合的舞台芸術
としての歌舞伎の文化史的特色を、多面的に追究した論考を収録。 

第8巻 1985 9784642042994 ¥26,400 ¥39,600 1022527199 
著者は従来の狭い花道史的な視角を打ち破り花の日本文化史を構築した。
『花―美への行動と日本文化』と『花―未発の密度―』を収録。 

同時１アクセス（本体） ¥209,550 同時３アクセス（本体） ¥314,325 

• 第１巻：家元の研究 
• 第２巻：家元制の展開 
• 第３巻：江戸の生活文化 
• 第４巻：近世文化の研究 
• 第５巻：近世風俗と社会 
• 第６巻：芸道と伝統 
• 第７巻：江戸歌舞伎研究 
• 第８巻：花と日本文化 

西
山 

松
之
助  

著
作
集 

全
８
巻 

全８巻揃価格 
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中山道交通史料集  

全10巻 揃価格 

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 

第1巻   五街道取締書物類寄 上 2013 9784642043007 ¥31,350 ¥47,025 1022527200 

第2巻   五街道取締書物類寄 下 2013 9784642043014 ¥33,825 ¥50,737 1022527201 

第3巻   御伝馬方旧記 2013 9784642043021 ¥33,000 ¥49,500 1022527202 

第4巻   東海道宿村大概帳 2013 9784642043038 ¥37,950 ¥56,925 1022527203 

第5巻   中山道宿村大概帳 2013 9784642043045 ¥33,000 ¥49,500 1022527204 

第6巻   日光・奥州・甲州道中宿村大概帳 2013 9784642043052 ¥39,600 ¥59,400 1022527205 

第7巻   飛脚関係史料 2013 9784642043069 ¥28,050 ¥42,075 1022527206 

第8巻   幕府法令 上 2013 9784642043076 ¥23,100 ¥34,650 1022527207 

第9巻   幕府法令 下 2013 9784642043083 ¥21,450 ¥32,175 1022527208 

第10巻  道中方秘書・五駅弁覧・御触書付留・他 2013 9784642043090 ¥19,800 ¥29,700 1022527209 

近世交通史料集 著編者： 
児玉 幸多 

同時１アクセス ¥301,125（本体） 同時３アクセス ¥451,687（本体） 

近世の交通史研究に必備不可欠な貴重な文献が電子化しました！ 

全10巻 

内容 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 

一 
「御規矩筋便覧」は天保期までを、「道中御
触書」は嘉永期までを編年体で収載。 

2013 9784642043205 ¥21,450 ¥32,175 1022527220 

二 
旧塩尻宿問屋文書の「御触書留帳」から前
半分にあたる永禄から文政6年迄を収録。 

2013 9784642043212 ¥19,800 ¥29,700 1022527221 

三 
旧塩尻宿問屋文書の「御触書留帳」から後
半分にあたる文政7年から嘉永4年迄を収録。 

2013 9784642043229 ¥20,625 ¥30,937 1022527222 

中山道交通史料集 
―御触書の部 著編者：波田野 富信 

全３巻 揃価格 

同時１アクセス（本体） ¥61,875 

同時3アクセス（本体） ¥92,812 

近世交通史料集  
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近世地方經濟史料   

巻号 収録内容 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 足民論（木村謙）他 2013 9784642043106 ¥27,225 ¥40,837 1022527210 

第2巻 済急記聞（旦暮庵野巣）他 2013 9784642043113 ¥25,575 ¥38,362 1022527211 

第3巻 南畝偶語（武元立平）他 2013 9784642043120 ¥26,400 ¥39,600 1022527212 

第4巻 農家実況調書 他 2013 9784642043137 ¥22,275 ¥33,412 1022527213 

第5巻 農譚藪（鹿峰田理）他 2013 9784642043144 ¥24,750 ¥37,125 1022527214 

第6巻 鳩民邇言（平山貞）他 2013 9784642043151 ¥24,750 ¥37,125 1022527215 

第7巻 国家要伝、御餌指方旧記他 2013 9784642043168 ¥28,050 ¥42,075 1022527216 

第8巻 憐農民詞（竹村茂雄）他 2013 9784642043175 ¥28,050 ¥42,075 1022527217 

第9巻 琉球産業制度資料 前編 2013 9784642043182 ¥21,450 ¥32,175 1022527218 

第10巻 琉球産業制度資料 後編 2013 9784642043199 ¥23,100 ¥34,650 1022527219 

近世地方經濟史料  

同時１アクセス ¥251,625（本体） 同時３アクセス ¥377,436（本体） 

近世・近代日本の農業史の基礎を築いた小野武夫氏が膨大な資料から纏めた貴重書籍が電子化！ 

全10巻 揃価格 

著編者： 
小野 武夫 全10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 

一 江戸幕府法令 上 2013 9784642043236 ¥14,850 ¥22,275 1022527223 

二 江戸幕府法令 下 2013 9784642043243 ¥15,675 ¥23,512 1022527224 

旗本領名主日記 2013 9784642043250 ¥23,100 ¥34,650 1022527225 

近世農政史料集 
著編者：児玉 幸多 

全３巻 揃価格 

同時１アクセス（本体） ¥53,625 

同時3アクセス（本体） ¥80,437 

近世農政史料集  
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集古十種  

No. 収録内容 発行年 同時１アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

01 類聚近世風俗志 上 1908 ¥60,500 ¥90,750 1012524194 

02 類聚近世風俗志 下 1908 ¥62,700 ¥94,050 1012524195 

類聚近世風俗志―原名守貞漫稿― 

同時１アクセス ¥123,200（本体） 同時３アクセス ¥184,800（本体） 

喜田川季壮（守貞）の著わした、江戸時代の風俗に
関する考証的随筆。原書名は『守貞謾稿』。約700項
目にのぼる名辞や事象を、勢、地理、家宅、人事、
生業、雑業、貨幣、男扮、女扮、男服、女服、雑服、
織染、妓扮、娼家、音曲、雑劇、沐浴、春時、夏冬、
遊戯、笠、傘履、食類、遊戯（追補）、駕車、雑器に
分類し、説明を加えてある。 

全２巻 揃価格 

著編者： 
喜田川 守貞 全２巻 

No. 収録内容 発行年 同時１アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

01 集古十種 第1 1908 ¥49,500 ¥74,250 1012524196 

02 集古十種 第2 1908 ¥46,200 ¥69,300 1012524197 

03 集古十種 第3 1908 ¥46,200 ¥69,300 1012524198 

04 集古十種 第4 1908 ¥56,100 ¥84,150 1012524199 

集古十種 

同時１アクセス ¥198,000（本体） 同時３アクセス ¥295,020（本体） 

江戸時代の後期、松平定信の編集になる古書画・
古器物・古武具類の実測原寸図に縮尺図を加えた
大型袋綴の木版図集。類別に目録・凡例を載せ、
遺品の所在・材質・法量・特色を注記している。古
器物は巨野泉祐・白雲、古書画は谷文晁に書写さ
せて、信頼すべき図録とされ、製作・考証・鑑賞の
各方面に多大の影響を与えた。 

全４巻 セット特価 

著編者： 
松平 定信 全４巻 

類聚近世風俗志  

商品コード 1013141415 

商品コード 1013141414 

近世 に 関 す る タ イ ト ル  
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江戸鷹場制度の研究 
同時1アクセス（本体） ¥23,100 

同時3アクセス（本体） ¥34,650 

冊子版ISBN 9784642034777  

著編者名 山崎 久登 発行年 2017  商品コード 1024589457 
領主が鷹を放って狩猟する特定の場所だけでなく、狩りが行われない村にも規制や役負担をかけていた鷹場制度。近世中期以降、江戸及びそ
の周辺地域に設定された制度の実態を「御場肝煎制」などの制度面、役負担が地域で果たした機能面、藩領在地代官と鳥見の関係などの行政
面から追究。当該地域における役割を解明し、制度の特質に迫る注目の書。 

近世史研究遺文 
同時1アクセス（本体） ¥35,200 

同時3アクセス（本体） ¥52,800 

冊子版ISBN 9784642034784  

著編者名 児玉幸多先生論集刊行委員会 発行年 2017  商品コード 1025233653 
戦前・戦後を通じて、近世史研究に止まることなく、日本の歴史学界を牽引した児玉幸多博士の研究を、没後十年を機に総括する。戦前発表の
神社史研究などの入手しがたい論考をはじめ、百姓一揆をめぐる農村・農民史、地租改正・町村制による近代への転換、珠玉の交通史随想など、
六十余年に及ぶ不朽の学問体系を集大成し、今後の研究の礎とする。 

八代目市川團十郎 ―気高く咲いた江戸の花― 
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 9784642083041  

著編者名 木村 涼 発行年 2016  商品コード 1024014989 
江戸後期の花形役者として一世を風靡するも、３２歳で突然の死を遂げた八代目市川團十郎。「歌舞伎十八番」など家の芸を継承しながら独自の
個性を積み重ねた舞台姿、成田山との交流などを活写。父の江戸追放や孝子表彰、幕府の歌舞伎統制政策などに翻弄される波瀾の生涯とその
素顔を、新発見の富士市伊達家所蔵の團十郎一家の手紙を紹介しつつ描く。 

近世日本の支配構造と藩地域 
同時1アクセス（本体） ¥35,200 

同時3アクセス（本体） ¥52,800 

冊子版ISBN 9784642034647  

著編者名 野尻 泰弘 発行年 2014  商品コード 1016605962 
大庄屋は地域社会の中間支配層であり、大きな政治的・経済的影響力をもっていた。越前国鯖江藩領に焦点を絞り、大庄屋制の成立から終焉ま
での変遷を追い、その特質を検討。大庄屋の階層化と職務意識、人々の評価、隣藩福井藩との関係を分析し、享保期に創出された鯖江藩の統
治の特性を究明。新たな地域史研究の視座である藩地域論を構想する。 

近世林業史の研究 
同時1アクセス（本体） ¥34,650 

同時3アクセス（本体） ¥51,975 

冊子版ISBN 9784642042505  

著編者名 所 三男 発行年 1980  商品コード 1022527150 
日本林業史研究の基礎を築いた大著。未開拓の林業史を半世紀にわたり追求した著者の業績を集大成。江戸幕府、尾張藩、松本藩、松代藩な
ど在地の文書まで駆使した実証研究は周到な用語解説もあり、近世史研究者必読。 

近世宿駅制度の研究 
 ―中山道追分宿を中心として―増訂版 

同時1アクセス（本体） ¥28,050 

同時3アクセス（本体） ¥42,075 

冊子版ISBN 9784642042499  

著編者名 児玉 幸多 発行年 1965  商品コード 1022527149 
令制の駅伝制から鎌倉幕府、戦国大名の交通制度を踏まえ、近世宿駅に関する諸問題を詳細に解説。追分宿の成立機構・貢租負担・財政・助
郷・貨客の争奪などを多くの史料を駆使して説き尽くした近世史研究者必読の書。 

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 

近世日本政治史と朝廷 山口 和夫 2017 9784642034807 ¥27,500 ¥41,250 1026405258 

江戸時代の通訳官 ―阿蘭陀通詞の語学と実務― 片桐 一男 2016 9784642034722 ¥11,000 ¥16,500 1020296364 

近世の村と地域情報 東 昇 2016 9784642034739 ¥31,900 ¥47,850 1020598880 

近世後期の対外政策と軍事・情報 松本 英治 2016 9784642034746 ¥28,600 ¥42,900 1022699023 

幕藩制国家の政治構造 藤田 覚 2016 9784642034753 ¥31,900 ¥47,850 1023668545 

歴史のなかの『夜明け前』 ―平田国学の幕末維新― 宮地 正人 2015 9784642038447 ¥14,300 ¥21,450 1017819721 

近世海難史の研究 段木 一行 2015 9784642034715 ¥31,900 ¥47,850 1018858736 

近世の朝廷と宗教 高埜 利彦 2014 9784642034616 ¥31,900 ¥47,850 1016480058 

近世匁銭の研究 藤本 隆士 2014 9784642034630 ¥37,400 ¥56,100 1016605961 

近世都市の労働社会 森下 徹 2014 9784642034654 ¥33,000 ¥49,500 1016605965 

近世・近代の水産資源と生業 ―保全と繁殖の時代― 高橋 美貴 2013 9784642034593 ¥27,500 ¥41,250 1016480050 

近世日本の統治と改革 大石 学 2013 9784642034562 ¥31,900 ¥47,850 1018855991 

岡倉天心思想と行動 岡倉 登志 2013 9784642080880 ¥11,550 ¥17,325 1018856020 

江戸時代の医学 ―名医たちの三〇〇年― 青木 歳幸 2012 9784642080774 ¥10,560 ¥15,840 1018856017 

近世国家と東北大名 長谷川 成一 1998 9784642042208 ¥19,800 ¥29,700 1022527120 

幕末政治と倒幕運動 家近 良樹 1995 9784642042567 ¥19,800 ¥29,700 1022527156 

近世三井経営史の研究 賀川 隆行 1985 9784642042550 ¥28,050 ¥42,075 1022527155 

近世海難救助制度の研究 金指 正三 1968 9784642042543 ¥31,350 ¥47,025 1022527154 

近世日本の人口構造 ―徳川時代の人口調査と人口状態に関する研究― 関山 直太郎 1958 9784642042536 ¥19,800 ¥29,700 1022527153 

近世関連タイ トル  
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幕末維新期の京都学習院や皇学所、大学校「学神祭紛争」など、「学制」前史の空白を埋め

る諸論考をはじめ、大久保教育史学の克明で実証的史眼の結晶を集約。 

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 

明治維新の政治過程 （1） 大久保 利謙 2007 9784642041720 ¥26,400 ¥39,600 1012559673 

明治国家の形成 （2） 大久保 利謙 2007 9784642041737 ¥26,400 ¥39,600 1012559674 

華族制の創出 （3） 大久保 利謙 2007 9784642041744 ¥35,200 ¥52,800 1012559675 

明治維新と教育 （4） 大久保 利謙 2007 9784642041751 ¥30,800 ¥46,200 1012559676 

幕末維新の洋学 （5） 大久保 利謙 2007 9784642041768 ¥28,600 ¥42,900 1012559677 

明治の思想と文化 （6） 大久保 利謙 2007 9784642041775 ¥28,600 ¥42,900 1012559678 

日本近代史学の成立 （7） 大久保 利謙 2007 9784642041782 ¥28,600 ¥42,900 1012559679 

明治維新の人物像 （8） 大久保 利謙 2007 9784642041799 ¥30,800 ¥46,200 1012559680 

大久保利謙歴史著作集   

近現代 に 関 す る タ イ ト ル  
～明治・大正・昭和～  

全8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 

¥235,400 ¥353,100 1013141439 
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日産の創業者鮎川義介 

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 9784642083126  

著編者名 宇田川 勝 発行年 2017 商品コード 1024322151 

大正・昭和時代、斬新な構想力と革新的な事業活動で勇名を馳せた技術者、実業家。社会公益に役立つ未開拓分野の
先駆者を目指し、機械工業の基礎素材である可鍛鋳鉄の事業や自動車産業を開拓。戦後は中小企業の助成活動や政
治家として精力的に活動した。日産コンツェルンや満業経営にも説き及び、革新（イノベーション）企業家の波瀾の生涯を
辿る。 

海をわたる機関車 
 ―近代日本の鉄道発展とグローバル化― 

同時1アクセス（本体） ¥12,650 

同時3アクセス（本体） ¥18,975 

冊子版ISBN 9784642038515  

著編者名 中村 尚史 発行年 2016 商品コード 1020083469 

鉄道が急速に発展した明治時代、機関車はいかにして日本にもたらされたのか。19-20世紀転換期に出現した第一次グ
ローバル化の時代を背景に、世界的な機関車産業の動向と、日本鉄道業の発展の歴史を統一的な視点で描く。 

明治日本の国粋主義思想とアジア 

同時1アクセス（本体） ¥31,900 

同時3アクセス（本体） ¥47,850 

冊子版ISBN 9784642038492  

著編者名 中川 未来 発行年 2016 商品コード 1020296368 

明治日本のアジア認識形成に、国粋主義はいかなる影響を与えたのか。志賀重昻・稲垣満次郎・高橋健三らを国粋主義
グループとして捉え、その結節点となった東邦協会を軸にアジア認識の枠組みを考察。思想形成の過程を解明する。 

「時代映画」の誕生 
 ―講談・小説・剣劇から時代劇へ― 

同時1アクセス（本体） ¥14,300 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

冊子版ISBN 9784642016544  

著編者名 岩本 憲児 発行年 2016 商品コード 1022022449 

大正末期〜昭和初期、時代映画は世相を反映し魅力を開花させていく。時代背景も登場人物も現実からほど遠い時代映
画が、なぜ観客を魅了したのか。代表的作品の脚本や映像を分析し、講談・小説・剣劇との関係を探る。 

近代教育と『婦女鑑』の研究 

同時1アクセス（本体） ¥31,900 

同時3アクセス（本体） ¥47,850 

冊子版ISBN 9784642038591  

著編者名 越後 純子 発行年 2016 商品コード 1023668547 

昭憲皇后の内意を受けて宮内省文学御用掛の西村茂樹が編集し、1887年に刊行した『婦女(ふじょ)鑑(かがみ)』。女性の
模範的徳行を記した120の話から成り、華族女学校に下賜されたその成立経緯、構成・内容、例話の出典などを検討。女
子用修身教科書の中での位置づけ、編者の思想との関係、下賜や普及の状況、後世への影響などを考察し歴史的意味
を探る。 

近現代関連タイトル  
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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 

明治期のイタリア留学 ―文化受容と語学習得― 石井 元章 2017 9784642083072 ¥10,560 ¥15,840 1024118126 

日朝関係史 関 周一 2017 9784642083089 ¥11,550 ¥17,325 1024322152 

荷車と立ちん坊 ―近代都市東京の物流と労働― 武田 尚子 2017 9784642083249 ¥7,920 ¥11,880 1025599540 

世界史のなかの天正遣欧使節 伊川 健二 2017 9784642083256 ¥9,240 ¥13,860 1025881763 

明治期の地方制度と名望家 飯塚 一幸 2017 9784642038683 ¥27,500 ¥41,250 1026405254 

シルクロードに仏跡を訪ねて ―大谷探検隊紀行― 本多 隆成 2016 9784642083027 ¥9,240 ¥13,860 1023366766 

看護婦の歴史 ―寄り添う専門職の誕生― 山下 麻衣 2016 9784642038638 ¥11,550 ¥17,325 1024014990 

西南戦争の考古学的研究 高橋 信武 2016 9784642093491 ¥37,400 ¥56,100 1024014991 

紙幣肖像の近現代史 植村 峻 2015 9784642038454 ¥11,550 ¥17,325 1018441453 

明治期の旧藩主家と社会 ―華士族と地方の近代化― 内山 一幸 2015 9784642038485 ¥31,900 ¥47,850 1019532967 

「華族爵位」請願人名辞典 松田 敬之 2015 9784642014724 ¥49,500 ¥74,250 1019532969 

明治の青年とナショナリズム ―政教社・日本新聞社の群像― 中野目 徹 2014 9784642038331 ¥27,500 ¥41,250 1016480070 

老舗の伝統と「近代」 ―家業経営のエスノグラフィー― 塚原 伸治 2014 9784642081979 ¥28,600 ¥42,900 1016671106 

内大臣の研究 ―明治憲法体制と常侍輔弼― 松田 好史 2014 9784642038393 ¥26,400 ¥39,600 1016972199 

日本近代史を学ぶための文語文入門 ―漢文訓読体の地平― 古田島 洋介 2013 9784642080934 ¥9,240 ¥13,860 1018856019 

重光葵と戦後政治 武田 知己 2002 9784642042604 ¥20,625 ¥30,937 1022527160 

明治政治史の基礎過程 ―地方政治状況史論― 有泉 貞夫 1980 9784642042574 ¥22,275 ¥33,412 1022527157 

明治国家形成と華族 

同時1アクセス（本体） ¥23,100 

同時3アクセス（本体） ¥34,650 

冊子版ISBN 9784642038508  

著編者名 久保 正明 発行年 2015 商品コード 1019748486 

明治国家の「貴族」を作り上げようとする政府と華族会館の活動を通じて、近代日本の特権階層へと変貌を遂
げた華族の姿を追究。華族に対する「天皇の意思」を軸に据え、明治政府と華族の動向を解き明かす。 

津波災害と近代日本 

同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784642038324  

著編者名 北原 糸子 発行年 2014 商品コード 1016480072 

近代日本を襲った津波災害に、人々はいかに立ち向かい、後世へ何を残し伝えたのか。明治三陸津波被害を記録
した山奈宗真の資料、昭和三陸津波被災地での聞き取り、津波碑、安政地震津波を記した日記などをもとに、被災
から復興までの全体像を追究。津波の歴史から〝想定外〟では片付けられない災害の現実を学び、困難を克服
するための道筋を探る。 

関東大震災を歩く 
 ―現代に生きる災害の記憶― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784642080750  

著編者名 武村 雅之 発行年 2012 商品コード 1018856015 

今もひっそりと佇む、関東大震災の慰霊碑や記念物、復興のモニュメント。人びとはどのような思いで死者を
弔い、どんな理想を持って瓦礫の街を蘇らせたのか。東京に残る関東大震災の爪痕に、受難と再生の記憶を
たどる。 

近現代関連タイ トル  
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日本陸軍の対ソ謀略 
 ―日独防共協定とユーラシア政策― 

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 9784642083157  

著編者名 田嶋 信雄 発行年 2017 商品コード 1024322149 

第２次世界大戦開戦にあたり重要な位置を占めた日本とドイツ。その関係深化の契機となった日独防共協定はいかに締結されたか。
ユーラシア大陸をまたにかけた諜報・謀略活動、航空路整備、対イスラーム政策など、外務省ルートとは別に進行した陸軍の対ソ工作に
注目。「空虚な同盟」とされてきた防共協定の全体像を解明し、両国の戦略的関係に迫る。 

沖縄の戦争遺跡 
 ―「記憶」を未来につなげる― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784642083171  

著編者名 吉浜 忍 発行年 2017 商品コード 1025233650 

第２次世界大戦末期、米軍との激しい地上戦が行われ、「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄。今なお生々しい傷跡として残る数千件の戦争遺
跡から厳選し、豊富な写真と現地調査に基づくわかりやすい解説で、沖縄戦の実態を明らかにする。慰霊の塔・碑に込められた建立者の
想いにも迫り、モノが語りかける戦争の〈記憶〉を辿った、戦跡めぐりに最適な１冊。 

沖縄戦と孤児院 
 ―戦場の子どもたち― 

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 9784642082921  

著編者名 浅井 春夫 発行年 2016 商品コード 1020598884 

沖縄戦で家族を失い、孤児となった子どもたちが収容された米軍統治下の孤児院とはどのような施設だったのか。苦しい食料事情、感染
症の蔓延、衰弱死など、孤児たちが直面した現実を明らかにする。 

戦没者合祀と靖国神社 
同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784642082822  

著編者名 赤澤 史朗 発行年 2015 商品コード 1018683925 

近代日本における対外戦争の戦没者を主な祭神とする靖国神社だが、その全員は祀られていない。病死・自殺者、朝鮮人台湾人「軍
夫」、子どもを含む民間人…。誰が祀られ、祀られなかったのか。揺れ動く合祀基準のゆくえを追う。 

戦争に隠された「震度7」 
 ―1944東南海地震・1945三河地震― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784642082563  

著編者名 木村 玲欧 発行年 2014 商品コード 1016605963 

太平洋戦争末期、東海地方を襲った二つの巨大地震。軍事機密の漏洩や戦意喪失防止のため、被害状況に関する報道が厳しく規制さ
れるなか、被災地の有力紙＝中部日本新聞は何をどのように伝えたのか。全国紙と比較しつつ、地元新聞社の果たした役割を考察。被
災者たちの貴重な体験談を挿絵とともに紹介し、防災教育の促進と意識の向上を呼びかける。 

日本軍事史年表 
 ―昭和・平成― 

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 9784642014656  

著編者名 吉川弘文館編集部 発行年 2012 商品コード 1018855984 

満洲事変、日米開戦、敗戦、日米安保条約、自衛隊発足など、昭和・平成(1926年〜2008年)の主要な軍事、及び関連項目約5000を収録。
激動の時代をたどり、戦争と平和を学ぶ年表。索引付き。 

激動の時代～日中戦争から太平洋戦争へ～  
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激動の時代～日中戦争から太平洋戦争へ～  

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 

植民地期朝鮮の地域変容 ―日本の大陸進出と咸鏡北道― 加藤 圭木 2017 9784642038645 ¥27,500 ¥41,250 1024118127 

総力戦体制下の満洲農業移民 玉 真之介 2016 9784642038546 ¥24,750 ¥37,125 1022295757 

尾崎秀実とゾルゲ事件 ―近衛文麿の影で暗躍した男― 太田 尚樹 2016 9784642082914 ¥7,920 ¥11,880 1020296371 

戦時期日本の翼賛政治 官田 光史 2016 9784642038539 ¥26,400 ¥39,600 1020296372 

昭和期の内閣と戦争指導体制 関口 哲矢 2016 9784642038560 ¥26,400 ¥39,600 1023366767 

日中戦争と大陸経済建設 白木沢 旭児 2016 9784642038614 ¥24,750 ¥37,125 1023891823 

戦間期の日本海軍と統帥権 太田 久元 2016 9784642038621 ¥27,500 ¥41,250 1024014992 

昭和戦時期の海軍と政治 手嶋 泰伸 2013 9784642038256 ¥26,400 ¥39,600 1016480046 

昭和戦中期の総合国策機関 古川 隆久 1992 9784642042581 ¥21,450 ¥32,175 1022527158 

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 

海底ケーブルと 
通信社の誕生 （1） 

有山 輝雄 2013 9784642038232 ¥15,510 ¥23,265 1018855985 

通信技術の拡大と
宣伝戦 （2） 

有山 輝雄 2013 9784642038249 ¥15,510 ¥23,265 1018855986 

東アジア電信網と 
朝鮮通信支配 （3） 

有山 輝雄 2016 9784642038607 ¥14,300 ¥21,450 1023891824 

情報覇権と帝国日本  西欧列強は植民地拡大とともに情報網の覇権を競い、その拡張の矛先は日
本にも向かった。国家間の力関係を左右する国際ニュースの配信と、通信社
発足のために格闘した帝国日本の挑戦を、技術革新とメディア組織の両面か
ら描く。（海底ケーブルと通信社の誕生 （1）） 

３冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥45,320 ¥67,980 

近現代 に 関 す る 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 

沖縄返還後の日米安保 ―米軍基地をめぐる相克― 野添 文彬 2016 9784642038553 ¥17,600 ¥26,400 1022295754 

自衛隊史論 ―政・官・軍・民の60年― 佐道 明広 2015 9784642038416 ¥9,900 ¥14,850 1017162583 

日中間海底ケーブルの戦後史 ―国交正常化と通信の再生― 貴志 俊彦 2015 9784642082679 ¥8,910 ¥13,365 1017332747 

沖縄返還と通貨パニック 川平 成雄 2015 9784642082662 ¥6,930 ¥10,395 1017332751 

日米安保と事前協議制度 ―「対等性」の維持装置― 豊田 祐基子 2015 9784642038430 ¥20,900 ¥31,350 1017522731 

モニュメントの20世紀 ―タイムカプセルが伝える「記録」と「記憶」― 
（シリーズ近代美術のゆくえ） 

坂口 英伸 2015 9784642038461 ¥14,300 ¥21,450 1019532964 

戦後から現在へ  

天皇・皇室の歴史を読み解く  

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 

表象としての皇族 ―メディアにみる地域社会の皇室像― 茂木 謙之介 2017 9784642038676 ¥24,750 ¥37,125 1024943428 

天皇の即位儀礼と神仏 松本 郁代 2017 9784642083218 ¥9,240 ¥13,860 1025193933 

「昭和天皇実録」講義 ―生涯と時代を読み解く― 古川 隆久 2015 9784642082853 ¥5,940 ¥8,910 1019532965 

古代天皇への旅 ―雄略から推古まで― 和田 萃 2014 9784642080996 ¥9,240 ¥13,860 1016480055 

昭和天皇と近現代日本 後藤 致人 2003 9784642042598 ¥18,975 ¥28,462 1022527159 

日中宮城の比較研究 吉田 歓 2002 9784642042291 ¥14,850 ¥22,275 1022527129 
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西行・慈円と日本の仏教 
 ―遁世思想と中世文化― 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥11,385 

冊子版ISBN 9784642083003  

著編者名 大隅 和雄 発行年 2016 商品コード 1022699021 

「新古今集」を代表する歌人、西行と慈円。西行の遁世に憧れつつも、天台座主にまで登りつめた慈円。仏教の諸宗を学びながら遁世者として生
きた無住。これらの僧侶と仏像の歴史を通して、日本独特の仏教史を模索する。 

空海伝の研究 
 ―後半生の軌跡と思想― 

同時1アクセス（本体） ¥37,400 

同時3アクセス（本体） ¥56,100 

冊子版ISBN 9784642046169  

著編者名 武内 孝善 発行年 2015 商品コード 1017332748 

最新の仏教・密教をわが国に広め・定着させる運動を大々的に展開した空海の後半生。徹底した史料批判と新たな視点から、この時代の諸問題
の解明をめざした意欲作。特に東寺の下賜・安居・東寺長者・綜芸種智院攷は圧巻。歴代天皇と灌頂儀礼、東大寺真言院の開設、大檀越藤原三
守との交友、最晩年の事績と思想の分析など、空海伝の見直しを迫る。 

平安京と中世仏教 
 ―王朝権力と都市民衆― 

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 9784642082839  

著編者名 上川 通夫 発行年 2015 商品コード 1019023616 

平安時代後期からの200年間、平安京は多様な災害によって危機に瀕する一方、度重なる寺院建設で仏教都市と化す。仏教の拡大は過酷な時
代の救済に結びついたのか。仏教史の観点から平安京が辿った歴史を捉え直す。  ※著作権などの理由により、掲載されていない画像がござ
います。 

親鸞の信仰と呪術 
 ―病気治療と臨終行儀― 

同時1アクセス（本体） ¥31,900 

同時3アクセス（本体） ¥47,850 

冊子版ISBN 9784642029131  

著編者名 小山 聡子 発行年 2013 商品コード 1018855989 

親鸞の信仰は、貴賤を問わず人々の生活と結びついた呪術といかなる関係だったのか。親鸞自身の病気治療や来迎観などを考察し、師法然や
その門弟、親鸞の家族、子孫らの治病の様相や臨終行儀への姿勢から、信仰の実態に迫る。 

親鸞と東国門徒 
同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥22,275 

冊子版ISBN 9784642042659  

著編者名 今井 雅晴 発行年 1999 商品コード 1022527165 

関東に在住していた時期の親鸞の活動、地域の門徒集団の形成・発展、信仰のあり方、本願寺との関係を、社会の実態に即した視点から明らか
にする。中世関東における浄土真宗の歴史的解明から、真の親鸞理解をめざす。 

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 

真宗大谷派の革新運動 ―白川党・井上豊忠のライフヒストリー― 森岡 清美 2016 9784642038577 ¥37,400 ¥56,100 1023366770 

近世仏教の制度と情報 （日本大学法学部叢書 第39巻） 朴澤 直秀 2015 9784642034708 ¥31,900 ¥47,850 1018194071 

總持寺の歴史 増補新版 竹内 道雄 2015 9784642082808 ¥6,600 ¥9,900 1018858737 

親鸞と浄土真宗 今井 雅晴 2003 9784642042666 ¥14,850 ¥22,275 1022527166 

伝教大師伝の研究 （日本史学研究叢書） 佐伯 有清 1992 9784642042338 ¥27,225 ¥40,837 1022527132 

智証大師円珍の研究 小山田 和夫 1990 9784642042352 ¥14,850 ¥22,275 1022527135 

智証大師伝の研究 佐伯 有清 1989 9784642042345 ¥24,750 ¥37,125 1022527134 

板碑源流考 ―民衆仏教成立史の研究― 千々和 実 1987 9784642042673 ¥21,450 ¥32,175 1022527167 

慈覚大師伝の研究 佐伯 有清 1986 9784642042321 ¥21,450 ¥32,175 1022527133 

平安貴族社会と仏教 （日本宗教史研究叢書） 速水 侑 1975 9784642042635 ¥14,850 ¥22,275 1022527163 

覚鑁の研究 櫛田 良洪 1975 9784642042642 ¥23,925 ¥35,887 1022527164 

仏教関連タイ 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 

神道の形成と中世神話 伊藤 聡 2016 9784642029339 ¥26,400 ¥39,600 1023366768 

平安時代の神社と神職 加瀬 直弥 2015 9784642046213 ¥28,600 ¥42,900 1017522733 

先代舊事本紀の研究 挍本の部 3版 鎌田 純一 1978 9784642042222 ¥19,800 ¥29,700 1022527122 

八幡信仰史の研究 上巻 増補版 中野 幡能 1975 9784642042611 ¥25,575 ¥38,362 1022527161 

八幡信仰史の研究 下巻 増補版 中野 幡能 1975 9784642042628 ¥25,575 ¥38,362 1022527162 

吉川神道の基礎的研究 平 重道 1966 9784642042680 ¥25,575 ¥38,362 1022527168 

先代舊事本紀の研究 研究の部 鎌田 純一 1962 9784642042239 ¥19,800 ¥29,700 1022527123 

神道関連タイトル  

日本におけるキリスト教の歴史  

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 

キリシタン信仰史の研究 五野井 隆史 2017 9784642034791 ¥26,400 ¥39,600 1025193930 

ザビエルと東アジア ―パイオニアとしての任務と軌跡― 岸野 久 2015 9784642029261 ¥28,600 ¥42,900 1018441456 

カクレキリシタンの実像 ―日本人のキリスト教理解と受容― 宮崎 賢太郎 2014 9784642081009 ¥7,590 ¥11,385 1016480056 

徳川初期キリシタン史研究 補訂版 五野井 隆史 1992 9784642042512 ¥24,750 ¥37,125 1022527151 
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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 

伊達政宗の研究 新装版 小林 清治 2017 9784642029377 ¥26,400 ¥39,600 1025233655 

伊達政宗と南奥の戦国時代 垣内 和孝 2017 9784642029384 ¥26,400 ¥39,600 1025881766 

モノから見たアイヌ文化史 関根 達人 2016 9784642082952 ¥6,270 ¥9,405 1022022452 

中近世の蝦夷地と北方交易 ―アイヌ文化と内国化― 関根 達人 2014 9784642093392 ¥42,900 ¥64,350 1016824302 

アイヌ語の世界 田村 すゞ子 2013 9784642085250 ¥35,200 ¥52,800 1016480044 

アイヌ民族史の研究 ―蝦夷・アイヌ観の歴史的変遷― 児島 恭子 2003 9784642042215 ¥23,100 ¥34,650 1022527121 

古代蝦夷の考古学 工藤 雅樹 1998 9784642042130 ¥23,100 ¥34,650 1022527113 

蝦夷と東北古代史 工藤 雅樹 1998 9784642042147 ¥23,925 ¥35,887 1022527114 

東北考古学・古代史学史 工藤 雅樹 1998 9784642042154 ¥23,925 ¥35,887 1022527115 

古代東北の支配構造 鈴木 拓也 1998 9784642042185 ¥19,800 ¥29,700 1022527118 

古代東北と柵戸 高橋 崇 1996 9784642042178 ¥13,200 ¥19,800 1022527117 

蝦夷と古代国家 （古代史研究選書） 関口 明 1992 9784642042192 ¥14,025 ¥21,037 1022527119 

律令国家東北史の研究 高橋 崇 1991 9784642042161 ¥23,925 ¥35,887 1022527116 

蝦夷史料 3版（東北史史料集 1） 
東北大学東北 
文化研究会 1969 9784642042116 ¥12,375 ¥18,562 1022527111 

奥州藤原史料 3版（東北史史料集 2） 
東北大学東北 
文化研究会 1978 9784642042123 ¥14,850 ¥22,275 1022527112 

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 

イルカと日本人 ―追い込み漁の歴史と民俗― 中村 羊一郎 2017 9784642083058 ¥7,920 ¥11,880 1024118124 

赤米 (あかごめ) のたどった道 ―もうひとつの日本のコメ― 福嶋 紀子 2016 9784642082938 ¥9,240 ¥13,860 1020782060 

奄美諸島編年史料 古琉球期編上 石上 英一 2014 9784642014175 ¥51,700 ¥77,550 1016480071 

現代日本の民俗学 ―ポスト柳田の五〇年― 福田 アジオ 2014 9784642080989 ¥11,550 ¥17,325 1016480053 

墓の民俗学 岩田 重則 2003 9784642042703 ¥19,800 ¥29,700 1022527170 

沖縄のノロの研究 宮城 栄昌 1979 9784642042697 ¥24,750 ¥37,125 1022527169 

日本の文化・民俗学  

東北・アイヌの歴史・文化  
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東北の古代史   

東北の中世史   

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 

平泉の光芒 （東北の中世史 1） 柳原 敏昭 2015 9784642064927 ¥7,920 ¥11,880 1018441455 

鎌倉幕府と東北 （東北の中世史 2） 七海 雅人 2015 9784642064934 ¥7,920 ¥11,880 1019023618 

室町幕府と東北の国人 （東北の中世史 3） 白根 靖大 2015 9784642064941 ¥7,920 ¥11,880 1019314853 

伊達氏と戦国争乱 （東北の中世史 4） 遠藤 ゆり子 2016 9784642064958 ¥7,920 ¥11,880 1019748485 

東北近世の胎動 （東北の中世史 5） 高橋 充 2016 9784642064965 ¥7,920 ¥11,880 1020296367 

全5巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥39,600  ¥59,400 

原始時代の「東北」で、人びとはいかに
生活を営んだのか。多くの出土品から、
旧石器の利器と技法、細石刃文化、縄
文の土器と集落、亀ケ岡文化などに迫り、
東アジアの中で独自の発展を遂げた、
東北文化の夜明けを描く。 
（奈良時代医学史の研究） 

全5巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥39,600  ¥59,400 

日本初の武士の都・平泉はなぜみちのく
に生まれたのか。仏教文化が栄えた原
動力とは。清衡の草創、基衡の苦悩、秀
衡の革新、そして滅亡へ、中世東北の
扉を開けた平泉藤原氏の実像に迫る。
（―奈良時代医学史の研究） 

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 

北の原始時代 （東北の古代史 1） 阿子島 香 2015 9784642064873 ¥7,920 ¥11,880 1018683923 

倭国の形成と東北 （東北の古代史 2） 藤沢 敦 2015 9784642064880 ¥7,920 ¥11,880 1019023617 

蝦夷と城柵の時代 （東北の古代史 3） 熊谷 公男 2015 9784642064897 ¥7,920 ¥11,880 1019532968 

三十八年戦争と蝦夷政策の転換 （東北の古代史 4） 鈴木 拓也 2016 9784642064903 ¥7,920 ¥11,880 1022022450 

前九年・後三年合戦と兵 (つわもの) の時代 （東北の古代史 5） 樋口 知志 2016 9784642064910 ¥7,920 ¥11,880 1020598881 
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日本医学史の研究  

歴史研究・考証関連関連  
  

日本文化史講義 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 

冊子版ISBN 9784642083263  

著編者名 大隅 和雄 発行年 2017 商品コード 1026405253 

日本文化は、独特の自然環境によって形成された基層文化の上に、大陸より漢字・仏教・儒教など
を受容し、さらにヨーロッパ文化が伝来することで重層的で複雑な構造を持つことになった。神話の
時代から現代に至る思想・宗教・文学・芸能など幅広い事象を講義形式で解説。文化史の時代区分
に一石を投じ、今後の歴史研究のあり方に問題を提起する。 

  

大学でまなぶ日本の歴史 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,270 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,405 

冊子版ISBN 9784642008310  

著編者名 木村 茂光 発行年 2016 商品コード 1020598883 

大学で日本史をまなぶうえで不可欠なテーマを選び、最新の研究成果をふまえ、わかりやすく叙述し
た通史テキスト。各テーマをコンパクトにまとめ、時代の「移行期」と近現代史を重視した編集で理解
を促す。※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 

. 

  

貴重典籍・聖教の研究 

同時1アクセス 
（本体） 

¥37,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥56,100 

冊子版ISBN 9784642014076  

著編者名 山本 信吉 発行年 2013 商品コード 1018855987 

わが国の貴重な典籍・聖教はどのように伝来し、発見・調査されてきたのか。著者がこれまでに発表
した半井家本「医心方」、来迎院本「日本霊異記」などの古典籍や、青蓮院吉水蔵などの聖教に関す
る解題・解説を逸話と共に集成。 

  

歴史と日本民俗学 ―課題と方法― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥23,100 

同時3アクセス 
（本体） 

¥34,650 

冊子版ISBN 9784642082006  

著編者名 福田 アジオ 発行年 2016 商品コード 1020083473 

民俗学は、19世紀以来歴史を明らかにする学問として登場し発展してきた。近年、その目的を歴史
とは無関係な学問とする主張が少なくない。20世紀の民俗学の方法的な問題について検討し、これ
からの民俗学を展望する。 

  

ここまで変わった日本史教科書 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,940 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,910 

冊子版ISBN 9784642082990  

著編者名 高橋 秀樹 発行年 2016 商品コード 1022699020 

中学生・高校生が学ぶ日本史は不変のものではない。日本史教科書の現在を知るために、46の
テーマを設け、記述の変化とその根拠となる研究の進展を解説する。『週刊朝日百科 日本の歴史』
連載をもとに書籍化。 

. 

  

時代劇の見方・楽しみ方 
 ―時代考証とリアリズム― 

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 9784642080897  

著編者名 大石 学 発行年 2013 商品コード 1018856018 

勧善懲悪のチャンバラから「現代劇」へ-。近年変わりつつある時代劇に、歴史学が果たすべき役割
とは。篤姫と大奥、龍馬の実像などをドラマ制作のエピソードを交えて描き出し、時代考証の重要性
を説く。 

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 

奈良時代医学史の研究 服部 敏良 2007 9784642009102 ¥46,200 ¥69,300 1012559681 

平安時代医学史の研究 服部 敏良 2007 9784642009119 ¥42,900 ¥64,350 1012559682 

鎌倉時代医学史の研究 服部 敏良 2007 9784642009126 ¥46,200 ¥69,300 1012559683 

室町安土桃山時代医学史の研究 服部 敏良 2007 9784642009133 ¥56,100 ¥84,150 1012559684 

江戸時代医学史の研究 服部 敏良 2007 9784642009140 ¥72,600 ¥108,900 1012559685 

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 

¥264,000 ¥396,000 1013141440 

斯学の権威による全5冊の大著。透徹し
た史眼と鋭敏な医学への観点から、奈
良より江戸時代まで厖大な史料を縦横
に駆使して、全５冊総３千ページに見事
に結実。初めてなった日本医学史の綜
合研究は、臨床の医学博士にして史学
をも究めた、半世紀の研鑽を積む著者
の独壇場であり、各界絶賛の不朽の名
著として、他に凌駕するものがない。 
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