
歴史書懇話会新刊情報 　　 2月コレ出た！
(先月刊行した会員社の新刊リストです。在庫チェックにご利用下さい)

申し込み先→東京大学出版会・角田宛(ＦＡＸ:０３－３８１２－６９５８) 2010.3.4作成

分類 出版社 　書　名 編著者名 判型 本体価格取次見本日 配本条件 キーワード ISBN NO. パンフ 部数
歴史 青木書店 海を渡る”土兵”、空を飛ぶ義和団吉澤　南著 46 3,400 2月5日 委託 中国史 9784250210020 ×
歴史一般 明石書店 スイスの歴史 バルバラ・ボンハA４ 3,800 2月22日 委託 世界の教科書9784750331409 ×
ジェンダー史明石書店 視覚表象と音楽 史学研究会編 A5 4,800 2月22日 委託 ジェンダー史9784750331454 ×
世界史一般明石書店 フィリピン革命を食った人びと 鈴木健二著 A5 2,000 2月3日 委託 フィリピン 9784750331355 ×
日本史 校倉書房 深谷克己近世史論集　第４巻 深谷克己著 A5 10,000 3月3日 注文 9784751741801 ○
文化史 柏書房 季刊　東北学　第22号 東北芸術工科大A5 1,995 1月27日 委託 民俗学 9784760139930 Ｘ
中国史 汲古書院 宋元郷村社会史論 伊藤正彦　著 A5 10,000 2月10日 注文 宋元郷村 9784762925887 ○
経済史 思文閣出版 東アジア経済史研究　第１集 大阪経済大学日A5 4,000 2月9日 返条付 東アジア経 9784784214983 ○
国文 思文閣出版 『狭衣物語』享受史論究 川崎佐知子著 A5 12,000 2月18日 返条付 中世国文享9784784214860 ○
文化史 思文閣出版 中国語圏における厨川白村現象 工藤貴正著 A5 6,000 2月25日 返条付 文学交流史9784784214952 ○
日本史 新人物往来社 天皇霊と皇位継承儀礼 佐々木聖使 四六 2,800 2月5日 委託 天皇霊 9784404038173 ×
日本史 新人物往来社 詳細図説　秀吉記 小和田哲男 四六 1,600 2月5日 委託 豊臣秀吉 9784404038180 ×
日本史 新人物往来社 キーワード　日中全面戦争 太平洋戦争研究会 四六 1,500 2月15日 委託 日中戦争 9784404038166 ×
日本史 新人物往来社 楽しく読める　江戸考証読本（三）　 稲垣史生 四六 1,500 2月15日 委託 江戸 9784404038197 ×
日本史 新人物往来社 総図解　よくわかる　戦国時代 歴史読本編集部 四六 1,400 2月15日 委託 戦国 9784404038203 ×
日本史 新人物往来社 名君　前田利長 池田　公一 四六 2,800 2月15日 委託 人物伝 9784404038210 ×
日本史 新人物往来社 原色再現　東海道五十三次　宿場町百景 中田　嘉種 A5 1,500 2月18日 委託 東海道 9784404038227 ×
歴史一般 東京大学出版会 日中歴史認識 服部龍二著 A5 3,200 2月24日 委託 日中関係史 9784130230599 ○
日本史 東京大学出版会 日本政治思想史 渡辺浩著 四六 3,600 2月26日 委託 政治思想史 9784130331005 ○
日本史 東京大学出版会 近世日本社会と宋学　増補新装版 渡辺浩著 四六 3,600 2月24日 委託 思想史 9784130301527 ○
世界史 東京大学出版会 カーストと平等性 田辺明生著 A5 12,000 2月26日 返条付注文 インド史 9784130561068 ○
日本史 東京堂出版 検証・日本史の舞台 戸川点ほか編 A5 2,400 2月2日 委託 平家物語 9784490206791 ○
日本史 東京堂出版 戦国遺文　今川氏編　第1巻 久保田・大石編 A5 17,000 2月19日 定期委託 史料集 9784490306590 ○
文化史 東京堂出版 近代漢語研究文献目録 李 漢燮編 A5 9,000 2月18日 注文 漢語研究 9784490206876 ○
日本語 東京堂出版 日本語の慣用表現辞典 森田良行著 四六 2,800 2月4日 委託 類義慣用表現9784490107760 ○
日本史 刀水書房 割地慣行と他所稼ぎ 中村義隆 A5 3,800 2月23日 委託 ナマの史料 9784887083844 ○
考古学 同成社 比較考古学の新地平 菊池徹夫編 B5 24,000 2月2日 注文 考古学 9784886215093
考古・環境同成社 チンギス・カンの戒め 白石典之編 四六 2,300 2月22日 委託 モンゴル 9784886215109
日本史 塙書房 柳田國男と成城・沖縄・國學院 高見寛孝著 B& 2,300 2月15日 委託 民俗学 9784827331097 ×
日本史 塙書房 日本古代社会編成の研究 吉野秋二著 A5 8,000 2月24日 委託 古代史研究の最前線 9784827312300 ×
日本史 塙書房 飛鳥藤原木簡の研究 市大樹著 A5 14,000 2月23日 注文 初の專著 9784827312324 ×
日本史 法藏館 近世民衆宗教と旅 幡鎌一弘編 A5 5,000 2月24日 注文 都市と旅 9784831862198 〇
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世界史 ミネルヴァ書房日経カナダ移民の社会史 末永國紀 Ａ５ 6,500 2月19日 委託 移民 9784623056187 ○
考古学 ミネルヴァ書房失われた九州王朝 古田武彦 Ａ５ 2,800 2月18日 委託 古代史 9784623051847 ○
考古学 ミネルヴァ書房 「邪馬台国」はなかった 古田武彦 Ａ５ 2,800 2月18日 委託 古代史 9784623051786 ○
日本史 ミネルヴァ書房政党内閣の崩壊と満州事変 小林道彦 Ａ５ 6,500 2月25日 委託 陸軍改革 9784623055722 ○
伝記 ミネルヴァ書房細川ガラシャ 田端泰子 Ａ５ 2,600 2月3日 委託 キリスト教 9784623056781 ○
世界史 ミネルヴァ書房 コーヒーのグローバル・ヒストリー 小澤卓也 Ａ５ 3,000 2月25日 委託 コーヒー 9784623056200 ○
日本史 山川出版社 33日蓮と一遍（日本史リブレット人） 佐々木馨 Ａ５変 800 2月10日 委託 日蓮、一遍 9784634548336 ○
日本史 山川出版社 64鶴屋南北（日本史リブレット人） 諏訪春夫 Ａ５変 800 2月10日 委託 鶴屋南北 9784634548640 ○
日本史 山川出版社 鎌倉殿誕生―源頼朝 関幸彦 四六 2,000 2月10日 委託 源頼朝 9784634150034
日本史 山川出版社 天皇の思想―闘う貴族北畠親房の思惑 本郷和人 四六 1,800 2月10日 委託 北畠親房 9784634150041
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