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青木書店 近藤義郎と学ぶ考古学通論 近藤義郎著 2008.7 Ａ5 \2,800 9784250208171
青木書店 餓死した英霊たち 藤原 彰著 2001.5 46 \2,500 9784250201158
青木書店 「植民地責任」論 永原陽子編 2009.3 Ａ5 \4,800 9784250209079
青木書店 学生をやる気にさせる歴史の授業 森谷公俊著 2008.4 Ａ5 \2,300 9784250208096
青木書店 雑穀 木村茂光編 2003.5 Ａ5 \2,800 9784250203169
青木書店 雑穀Ⅱ 木村茂光編 2006.3 Ａ5 \3,000 9784250206149
青木書店 戦争Ⅰ 小林一岳・則竹雄一編 2004.11 Ａ5 \2,800 9784250204289
青木書店 戦争Ⅱ 山田 朗編 2006.3 Ａ5 \3,000 9784250206085
青木書店 認知考古学とは何か 松本直子ほか編 2008.12 Ａ5 \2,900 9784250203350
青木書店 中国女性の一〇〇年 中国女性史研究会編 2004.3 Ａ5 \2,900 9784250204043
青木書店 イコンの崩壊まで 須田 努著 2008.5 46 \3,500 9784250208126
青木書店 歴史学における方法的転回 歴史学研究会編 2002.12 Ａ5 \3,900 9784250202414
青木書店 国家像・社会像の変貌 歴史学研究会編 2003.2 Ａ5 \3,900 9784250202421
青木書店 道路誕生 近衛俊秀著 2008.3 Ａ5 \2,800 9784250208065
青木書店 埴輪群像の考古学 大阪府立近つ飛鳥博物館 2008.1 Ａ5 \2,800 9784250208027
青木書店 律令期陵墓の成立と都城 今尾文昭著 2008.5 Ａ5 \5,500 9784250208140
青木書店 考古学からみた倭国 白石太一郎著 2009.6 Ａ5 \7,000 9784250209123
青木書店 都城 吉村武彦・山路直充編 2007.3 Ａ5 \4,800 9784250207082
青木書店 マルクス主義という経験 磯前順一ほか編 2008.4 Ａ5 \3,500 9784250208089
青木書店 古墳文化の成立社会 今尾文昭著 2009.11 Ａ5 \8,500 9784250209161
青木書店 東アジアの国民国家形成とジェンダー 早川紀代ほか編 2007.7 Ａ5 \5,000 9784250207181
青木書店 東京裁判ハンドブック 東京裁判ハンドブック編集 1989.8 Ａ5 \4,000 9784250890130
青木書店 向かい合う日本と韓国・朝鮮の歴史下巻 歴史教育者協議会ほか編 2006.12 Ａ5 \2,800 9784250206184
青木書店 向かい合う日本と韓国・朝鮮の歴史上巻 歴史教育者協議会ほか編 2006.12 Ａ5 \2,800 9784250206173
青木書店 ちゃんと知りたい日本の戦争ハンドブック 歴史教育者協議会編 2006.8 Ａ5 \2,800 9784250206214
青木書店 増補平和博物館戦争資料館ガイドブック 歴史教育者協議会編 2004.8 Ａ5 \2,400 9784250204203
青木書店 集団就職の時代 加瀬和俊著 1997.5 46 \2,200 9784250970221
青木書店 新装版百人一首の秘密 林 直道著 2003.12 46 \2,300 9784250203367
青木書店 新装版百人一首の世界 林 直道著 2003.12 46 \2,300 9784250203374
青木書店 人道に対する罪 前田 朗著 2009.3 46 \2,500 9784250209048
青木書店 民衆にとっての社会主義 上原一慶著. 2009.11 46 \3,800 9784250209192
青木書店 20世紀中国女性史 末次玲子著 2009.5 46 \3,800 9784250209086
青木書店 退職金の一四〇年 西成田 豊著 2009.3 46 \2,900 9784250209055
青木書店 ドイモイの誕生 古田元夫著 2009.9 46 \3,000 9784250209109
青木書店 アジアの国民国家構想 久留島 浩ほか編 2008.3 46 \2,800 9784250208072
青木書店 授業が変わる世界史教育法 鳥山孟朗著 2008.7 46 \2,800 9784250208164
青木書店 新装版昭和天皇の十五年戦争 藤原 彰著 2007.9 46 \2,000 9784250203022
明石書店 歴史教科書　在日コリアンの歴史 『歴史教科書在日コリアン 2006.2 A5 \1,300 9784750322872
明石書店 韓国の歴史を知るための66章 金 両基編著 2007.7 四六 \2,000 9784750326078
明石書店 議論好きなインド人 アマルティア・セン著 2008.6 四六 \3,800 9784750327952
明石書店 アメリカの歴史を知るための62章【第２版】 富田虎男編著 2009.3 四六 \2,000 9784750329673
明石書店 タイの歴史 中央大学政策文化総合研 2002.3 A5 \2,800 9784750315553
明石書店 ヨーロッパの祭りたち 柏木 治編著 2003.4 四六 \2,300 9784750316949
明石書店 ロシア沿海地方の歴史 村上昌敬訳 2003.6 A5 \3,800 9784750317403
明石書店 焼肉の文化史 佐々木道雄著 2004.7 四六 \2,800 9784750319568
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明石書店 パレスチナの歴史 奈良本英佑著 2005.7 四六 \2,800 9784750321325
明石書店 韓国の中学校歴史教科書 三橋広夫訳 2005.8 A5 \2,800 9784750321752
明石書店 バイキングと北欧神話 武田龍夫著 2005.11 四六 \1,800 9784750322094
明石書店 Ｆ．ベアト写真集２ 横浜開港資料館編 2006.4 B5 \2,200 9784750323299
明石書店 Ｆ．ベアト写真集１ 横浜開港資料館編 2006.7 B5 \2,800 9784750323695
明石書店 中世ヨーロッパ放浪芸人の文化史 マルギット・バッハフィッシャ 2006.7 A5 \4,600 9784750323725
明石書店 北欧悲史 武田龍夫著 2006.11 四六 \2,200 9784750324319
明石書店 東大生に語った韓国史 李 泰鎮著 2006.12 四六 \3,000 9784750324517
明石書店 アルメニア人ジェノサイド 中島偉晴著 2007.4 四六 \3,000 9784750325378
明石書店 入門 ハワイ・真珠湾の記憶 矢口祐人 他著 2007.7 A5 \600 9784750325743
明石書店 韓国の小学校歴史教科書 三橋広夫訳 2007.1 A5 \2,000 9784750326450
明石書店 まんがで学ぶアメリカの歴史 明石 紀雄監修 2007.11 A5 \2,800 9784750326689
明石書店 司馬遼太郎と網野善彦 川原崎剛雄著 2007.12 四六 \2,000 9784750326887
明石書店 韓国現代史60年 徐 仲錫著 2008.1 四六 \2,400 9784750327105
明石書店 アボリジニで読むオーストラリア 青山晴美著 2008.4 四六 \2,200 9784750327488
明石書店 ブータンの歴史 平山修一監訳 2008.4 A5 \3,800 9784750327815
明石書店 ブラジル史 鈴木 茂訳 2008.6 四六 \5,800 9784750327884
明石書店 イタリアの歴史【現代史】 阪上眞千子訳 2008.6 A5 \4,800 9784750328027
明石書店 ナショナリズムの狭間から 山下英愛著 2008.7 四六 \2,800 9784750328188
明石書店 ヨーロッパ的普遍主義 山下範久訳 2008.7 四六 \2,200 9784750328256
明石書店 アメリカ大陸コメ物語 松本紘宇著 2008.8 四六 \2,500 9784750328317
明石書店 インドネシアの歴史 石井和子監訳 2008.8 A5 \4,500 9784750328423
明石書店 ベトナムの歴史 今井昭夫監訳 2008.8 A5 \5,800 9784750328430
明石書店 フィンランドの歴史 石野 裕子監訳 2008.1 四六 \4,800 9784750328607
明石書店 イランのシーア派イスラーム学教科書 富田健次訳 2008.1 A5 \4,000 9784750328720
明石書店 ドイツ・フランス共通歴史教科書【現代史】 近藤孝弘監訳 2008.12 A4 \4,800 9784750328928
明石書店 ユダヤ教・キリスト教・イスラームは共存できる森  孝一編者 2008.12 四六 \4,000 9784750329031
明石書店 韓国近現代の歴史 三橋広夫訳 2009.5 B5 \3,800 9784750329864
明石書店 東アジアの歴史　その構築 李 成市監修 2009.5 四六 \2,800 9784750329871
明石書店 中国の歴史と社会 並木頼寿監訳 2009.8 B5 \4,800 9784750330136
明石書店 バングラデシュの歴史 堀口松城著 2009.8 四六 \6,500 9784750330402
校倉書房 化生する歴史学 鹿野政直著 1998.12 四六 \3,800 9784751728901
校倉書房 歴史学のスタイル 成田龍一著 2001.4 〃 \3,800 9784751731802
校倉書房 歴史学をみつめ直す 保立道久著 2004.6 〃 \4,800 9784751735404
校倉書房 十和田湖が語る古代北奥の謎 義江彰夫他編著 2006.7 〃 \3,800 9784751737507
校倉書房 国境を超えて 村井章介著 1997.12 〃 \3,800 9784751727805
校倉書房 鎖国と海禁の時代 山本博文著 1995.6 〃 \3,800 9784751724804
校倉書房 江戸時代の国家・法・社会 山本博文著 2004.8 〃 \3,800 9784751735503
校倉書房 江戸時代の武家社会 福田千鶴著 2005.4 〃 \3,800 9784751736203
校倉書房 近現代史考究の座標 大日方純夫著 2007.8 〃 \3,800 9784751738900
校倉書房 日本の神社と「神道」 井上寛司著 2006.12 〃 \3,800 9784751738009
校倉書房 戦国・織豊期の武家と天皇 池 享著 2003.1 Ａ５ \6,000 9784751734803
校倉書房 十五年戦争研究史論 江口圭一著 2002.5 〃 \6,000 9784751731901
校倉書房 昭和天皇の軍事思想と戦略 山田 朗著 2002.6 〃 \6,000 9784751733202
校倉書房 戦国期城館群の景観 松岡 進著 2002.4 〃 \7,000 9784751732908
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校倉書房 豊臣の城・徳川の城 白峰 旬著 2003.8 〃 \7,000 9784751734605
校倉書房 中世社会史料論 五味文彦著 2007.11 〃 \8,000 9784751737804
校倉書房 古代東国社会と交通 佐々木虔一著 1995.9 〃 \9,000 9784751725108
校倉書房 中世国家と東国・奥羽 伊藤喜良著 1999.2 〃 \14,000 9784751729106
校倉書房 北方史のなかの近世日本 菊池勇夫著 1991.7 〃 \7,000 9784751721308
校倉書房 日本の朝鮮植民地支配と警察 松田利彦著 2009.3 〃 \13,000 9784751740804
校倉書房 歴史への問い/現在への問い 大門正克著 2008.3 四六 \3,800 9784751739303
校倉書房 日本古代国家形成史考 小林敏男著 2006.8 〃　 \3,800 9784751737606
校倉書房 歴史学のポジショナリティ 成田龍一著 2006.1 〃 \4,800 9784751737903
校倉書房 日朝交流と相克の歴史 北島万次他編著 2009.11 Ａ５ \7,000 9784751741504
学生社 国司の館  －古代の地方官人たち 田中広明著 2006.8 四六 \2,200 9784311203008
学生社 古代出雲大社の復元  〈増補版〉 大林ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編 2000.6 四六 \2,200 9784311202360
学生社 古代葛城とヤマト政権 御所市教育委員会編 2003.5 四六 \1,980 9784311202636
学生社 古代史からみた万葉歌 岸 俊男著 1991.6 四六 \2,200 9784311201653
学生社 三内丸山遺跡の復元 大林ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編 1998.7 四六 \1,900 9784311202155
学生社 ヒミコの系譜と祭祀－日本シャーマニズムの古川村邦光著 2005.4 四六 \2,580 9784311202810
学生社 水と祭祀の考古学 橿原考古学研究所編 2004.12 四六 \2,400 9784311202780
学生社 ヤマト古代祭祀の謎 小川光三著 2008.1 四六 \2,400 9784311203145
学生社 石ひとすじ －歴史の石を動かす－ 左野勝司著 2009.12 四六 \1,900 9784311203077
学生社 三輪山と日本古代史 石野博信ほか著 2008.4 四六 \1,980 9784311203190
学生社 三輪山と卑弥呼・神武天皇 金関 恕ほか著 2008.5 四六 \1,980 9784311203206
学生社 三輪山と古代の神まつり 菅谷文則ほか著 2008.5 四六 \1,980 9784311203213
学生社 三輪山の考古学 網干善教ほか著 2003.3 四六 \1,980 9784311202605
学生社 三輪山の神々 上田正昭ほか著 2003.3 四六 \1,980 9784311202612
学生社 三輪山の古代史 上野 誠ほか著 2003.3 四六 \1,980 9784311202629
学生社 京都の歴史を足元からさぐる 〈洛東の巻〉 森 浩一著 2007.7 四六 \1,980 9784311203091
学生社 京都の歴史を足元からさぐる〈洛北・上京・山科森 浩一著 2008.3 四六 \1,980 9784311203152
学生社 京都の歴史を足元からさぐる〈北野・紫野・洛中森 浩一著 2008.1 四六 \2,200 9784311203220
学生社 京都の歴史を足元からさぐる〈嵯峨・嵐山・花園森 浩一著 2009.4 四六 \2,200 9784311203275
学生社 京都の歴史を足元からさぐる 〈宇治・筒木・相森 浩一著 2009.11 四六 \2,200 9784311203312
学生社 暮らしの考古学 ① 土器の考古学 小林達雄ほか著 2007.12 四六 \2,380 9784311203039
学生社 暮らしの考古学 ② 食べ物の考古学 樋泉岳二ほか著 2007.1 四六 \2,380 9784311203046
学生社 暮らしの考古学 ③ 住まいの考古学 安蒜政雄ほか著 2007.11 四六 \2,380 9784311203053
学生社 暮らしの考古学 ④ 祭りの考古学 安斎正人ほか著 2008.1 四六 \2,380 9784311203060
学生社 大和飛鳥考古学散歩  〈増補新版〉 伊達宗泰著 2010.1 四六 \2,000 9784311203329
学生社 八坂神社 八坂神社編 1997.6 四六 \1,900 9784311407130
学生社 伊勢神宮 櫻井勝之進著 1998.4 四六 \1,900 9784311407147
学生社 出雲大社 千家尊統著 1998.8 四六 \2,200 9784311407154
学生社 鹿島神宮 東 実著 2000.8 四六 \1,900 9784311407178
学生社 神道概説 鎌田純一著 2007.11 四六 \2,400 9784311203121
学生社 日本神話を見直す 水野 祐著 1996.12 四六 \2,300 9784311202063
学生社 和魂！！めざめよ！ 上田正昭著 2009.6 四六 \2,000 9784311203299
学生社 古事記と日本書紀の謎 上田正昭ほか著 1992.9 四六 \1,800 9784311410161
学生社 韓国の古都を行く  〈増補新版〉 李 進熙著 2002.1 四六 \1,900 9784311202599
学生社 縄紋土器と弥生土器 佐原 真著 2008.2 Ａ５ \5,800 9784311300691
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学生社 考古学はどう検証したか 春成秀爾著 2006.8 Ａ５ \5,900 9784311300653
学生社 考古学者はどう生きたか 春成秀爾著 2003.11 Ａ５ \3,300 9784311300516
学生社 骨が語る日本史　解説付新装版 鈴木 尚著 2009.5 Ａ５ \3,200 9784311300769
学生社 日本考古学用語辞典<改訂新版> 斎藤 忠著 2004.9 Ａ５ \4,800 9784311750335
学生社 旧石器考古学辞典　三訂版 旧石器文化談話会編 2007.5 四六 \3,600 9784311750397
学生社 日本の考古学　上巻　＜普及版＞ 奈良文化財研究所編 2007.4 Ａ５ \3,800 9784311750373
学生社 日本の考古学　下巻　＜普及版＞ 奈良文化財研究所編 2007.4 Ａ５ \3,800 9784311750380
学生社 魏志倭人伝の考古学 西谷 正著 2009.4 Ａ５ \5,400 9784311300721
柏書房 図説 戦陣作法事典 笹間良彦 2000.4 四六 \3,600 4760118926
柏書房 復元 江戸生活図鑑 笹間良彦 1995.3 Ｂ5 \4,660 4760111379
柏書房 おさらい古文書の基礎 林 英夫 2002.3 Ａ５ \2,400 4760122001
柏書房 覚えておきたい古文書くずし字200選 柏書房編集部 2001.11 Ａ５ \1,800 4760121552
柏書房 覚えておきたい古文書くずし字500選 柏書房編集部 2002.6 Ａ５ \2,200 4760122338
柏書房 基礎古文書のよみかた 林 英夫 1998.5 Ａ５ \2,300 4760116311
柏書房 古文書はこんなに面白い 油井宏子 2005.2 Ａ５ \1,800 4760126767
柏書房 妖怪草紙 くずし字入門 アダム・カバット 2001.7 Ａ５ \2,300 4760120920
柏書房 寺子屋式古文書手習い 吉田 豊 1998.12 Ａ５ \2,000 476011694Ｘ
柏書房 書いておぼえる　江戸のくずし字いろは入門 菅野俊輔 2006.11 Ａ５ \1,200 476013025X
柏書房 入門 古文書小字典 林 英夫 2005.4 Ｂ6変 \2,800 4760126988
柏書房 古文書はこんなに魅力的 油井宏子 2006.2 Ａ５ \1,800 4760128719
柏書房 百姓の力―江戸時代から見える日本 渡辺尚志 2008.5 Ａ５ \2,200 9784760133369
柏書房 図説 日本合戦武具事典 笹間良彦 2004.4 Ａ５ \3,800 4760125337
柏書房 古文書はじめの一歩 油井宏子 2008.4 Ａ５ \1,800 9784760133185
柏書房 古文書をはじめる前の準備講座 吉田 豊 2008.6 Ａ５ \3,800 9784760133321
柏書房 日本の神様読み解き事典 川口謙二編著 1999.1 四六 \2,800 4760118241
柏書房 現代こよみ読み解き事典 岡田芳朗他編 1993.3 四六 \2,718 476010951Ｘ
柏書房 近世古文書解読字典 林 英夫監修 1972.5 Ｂ6 \2,524 4760100032
柏書房 異体字解読字典 山田勝美 監修 1987.4 A6 \2,000 4760103325
柏書房 新編古文書解読字典 林 英夫監修 1993.5 B6 \3,107 4760109730
柏書房 江戸時代＆古文書虎の巻 油井宏子監修 2009.4 Ａ５ \1,400 9784760135394
柏書房 音訓引き古文書字典 林 英夫監修 2004.1 Ａ５ \3,800 4760124713
柏書房 ヴィジュアル新発見 日本の城郭 築城者の野西野博道 2009.1 Ａ５ \2,400 9784760133925
柏書房 ヴィジュアル新発見 日本の城郭 名将のプライ西野博道 2009.11 Ａ５ \2,400 9784760135547
柏書房 方位読み解き事典 山田安彦 2001.6 四六 \3,200 4760120661
柏書房 親鸞読み解き事典 林智彦 他編 2006.4 四六 \3,200 4760129022
柏書房 百姓の主張 渡辺尚志 2009.9 Ａ５ \2,200 9784760136858
汲古書院 中国古代の年中行事　①〔春〕 中村裕一 2009.01 A5 \12,000 9784762928567
汲古書院 中国古代の年中行事　②〔夏〕 中村裕一 2009,10 A5 \12,000 9784762928574
汲古書院 朱子語類訳注　巻1～3 垣内景子・恩田裕正 2007.07 A5 \5,000 9784762913006
汲古書院 朱子語類訳注　巻10～11 興膳 宏・木津祐子・齋藤希 2009.05 A5 \5,000 9784762913013
汲古書院 三國政権の構造と「名士」 渡邉義浩 2009.01 A5 \10,000 9784762926982
汲古書院 明代の遊郭事情　風月機関 小川陽一 2006.03 A5 \3,000 9784762927614
汲古書院 謝霊運－孤独の山水詩人－ 小尾効一 1991,11 A5 \3,500 9784762923005
汲古書院 詩経Ⅰ恋愛詩と動植物のシンボリズム 加納喜光 2006.03 A5 \3,000 9784762927621
汲古書院 詩経Ⅱ古代歌謡における愛の表現技法 加納喜光 2006.06 A5 \3,000 9784762927638
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汲古書院 魯迅・明治日本・漱石 潘 世 聖 2002,11 A5 \9,000 9784762926747
汲古書院 丸山昇遺文集① 丸山昇・丸山まつ 2009.7 A5 \10,000 9784762928680
汲古書院 丸山昇遺文集② 丸山昇・丸山まつ 2009.12 A5 \10,000 9784762928697
汲古書院 漢訳ホームズ論集 樽本照雄 2006,10 A5 \9,000 9784762927751
汲古書院 孫文と南方熊楠 日本孫文研究会 2007.08 A5 \4,500 9784762928192
汲古書院 道家・道教思想とその方術の研究 坂出祥伸 2009.02 A5 \11,000 9784762928529
汲古書院 延慶本平家物語全注釈　1 延慶本平家物語注釈の会 2005.05 A5 \13,000 9784762935305
汲古書院 校訂延慶本平家物語 1 栃木孝惟・谷口耕一 2000.03 A5 \2,000 9784762935015
汲古書院 校訂延慶本平家物語 2 高山利弘 2001,10 A5 \2,000 9784762935022
汲古書院 校訂延慶本平家物語 3 谷口耕一 2001.01 A5 \2,000 9784762935039
汲古書院 校訂延慶本平家物語 4 櫻井陽子 2002.04 A5 \2,000 9784762935046
汲古書院 校訂延慶本平家物語 5 松尾葦江 2004.03 A5 \2,000 9784762935053
汲古書院 校訂延慶本平家物語 6 櫻井陽子 2004,10 A5 \2,000 9784762935060
汲古書院 校訂延慶本平家物語 7 高山利弘 2006.03 A5 \2,000 9784762935077
汲古書院 校訂延慶本平家物語 8 櫻井陽子・小番 達 2006.05 A5 \2,000 9784762935084
汲古書院 校訂延慶本平家物語 9 谷口耕一 2003.05 A5 \2,000 9784762935091
汲古書院 校訂延慶本平家物語 10 松尾葦江 2005.03 A5 \2,000 9784762935107
汲古書院 校訂延慶本平家物語 11 高山利弘・久保 勇・原田敦 2009.04 A5 \2,000 9784792635114
汲古書院 校訂延慶本平家物語 12 松尾葦江・清水由美子 2008.07 A5 \2,000 9784792635121
汲古書院 延慶本平家物語の世界 栃木孝惟・松尾葦江 2009.05 A5 \3,500 9784762935008
汲古書院 魏晋南北朝官僚制研究 窪添慶文 2003,09 A5 \14,000 9784762925498
汲古書院 漢帝国の成立と劉邦集団 李 開元 2000,03 A5 \9,000 9784762925238
汲古書院 司馬遷の研究 佐藤武敏 1997,11 A5 \12,000 9784762925122
汲古書院 書生と官員 中野目 徹 2002.09 四六 \2,800 9784762941634
汲古書院 江戸時代の法とその周縁 高塩 博 2004.09 四六 \3,000 9784762941689
汲古書院 近世儒学研究の方法と課題 土田健次郎 2006.02 A5 \5,000 9784762927591
汲古書院 日本古代の交通と情報伝達 松原弘宣 2009.11 A5 \11,000 9784762942051
汲古書院 真福寺本・楊守敬本　将門記新解 村上春樹 2004.05 A5 \10,000 9784762935138
汲古書院 平将門―調査と研究 村上春樹 2007.05 A5 \12,000 9784762942006
汲古書院 井上毅と梧陰文庫 國學院大學日本文化研究 2006.02 A5 \7,000 9784762941702
汲古書院 律令論纂 小林 宏 2003.02 A5 \12,000 9784762941658
思文閣出版 安房妙本寺日我一代記 佐藤博信著 2007.10 四六 \3,000 9784784213733
思文閣出版 一宮ノオト 齋藤盛之著 2003.01 Ｂ５ \2,200 4784211381
思文閣出版 祈りの文化 信多純一著 2009.06 Ｂ５ \3,500 9784784214259
思文閣出版 院政とその時代 田中文英著 2003.04 四六 \2,200 4784211497
思文閣出版 ヴィクトリア朝英国と東アジア 川本皓嗣・松村昌家編 2006.04 Ａ５ \3,200 4784212973
思文閣出版 江戸期文化人の死因 杉浦守邦著 2008.08 Ａ５ \2,500 9784784214228
思文閣出版 江戸時代の図書流通 長友千代治著 2002.10 四六 \2,200 4784211195
思文閣出版 翁の生成 金賢旭著 2008.12 Ａ５ \5,000 9784784214112
思文閣出版 陰陽道の神々 斎藤英喜著 2007.09 四六 \2,300 9784784213665
思文閣出版 鎌倉時代の権力と制度 上横手雅敬編 2008.09 Ａ５ \6,500 9784784214327
思文閣出版 元三大師御籤本の研究 大野出著 2009.03 Ａ５ \3,400 9784784214549
思文閣出版 九州の蘭学 ヴォルフガング・ミヒェル 他 2009.06 四六 \2,500 9784784214105
思文閣出版 経筒が語る中世の世界 小田富士雄 他編 2008.05 Ｂ５ \4,800 9784784214099
思文閣出版 キリシタン大名の考古学 別府大学文化財研究所 他 2009.07 Ｂ５ \3,800 9784784214723
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思文閣出版 くずし字辞典 波多野幸彦監修/東京手紙 2000.05 Ａ５ \6,000 4784210245
思文閣出版 系譜伝承論 佐々木哲著 2007.11 四六 \3,800 9784784213702
思文閣出版 源氏物語 千年のかがやき 国文学研究資料館編 2008.10 Ａ４ \1,900 9784784214372
思文閣出版 古代日本の輝き 上田正昭著 2003.12 四六 \1,700 4784211675
思文閣出版 今昔物語集の人々 中村修也著 2004.11 Ａ５ \2,300 4784212132
思文閣出版 権者の化現 今堀太逸著 2006.09 四六 \2,300 478421321X
思文閣出版 正倉院展六十回のあゆみ 奈良国立博物館編集・発行 2008.11 Ａ４ \3,000 9784784214402
思文閣出版 正倉院宝物に学ぶ 奈良国立博物館編 2008.11 四六 \3,000 9784784214396
思文閣出版 神霊の音ずれ 朱家駿著 2002.02 Ａ５ \3,500 4784210954
思文閣出版 禅語辞典 入矢義高監修/古賀英彦編 1991.07 Ａ５ \9,500 4784206566
思文閣出版 漱石と世界文学 坂元昌樹 他編 2009.04 四六 \2,800 9784784214600
思文閣出版 大地へのまなざし 金田章裕著 2008.06 Ａ５ \4,500 9784784214051
思文閣出版 茶の医薬史 岩間眞知子著 2009.04 Ａ５ \9,000 9784784214631
思文閣出版 朝鮮近現代史を歩く 太田修著 2009.03 四六 \1,900 9784784214501
思文閣出版 鎮守の森の物語 上田篤著 2003.06 四六 \1,700 4784211551
思文閣出版 鉄道日本文化史考 宇田正著 2007.04 Ａ５ \5,500 9784784213368
思文閣出版 東大寺文書を読む 堀池春峰監修/綾村宏 他 2007.04 B5判変 \2,800 4784210741
思文閣出版 夏目漱石における東と西 松村昌家編 2007.02 Ａ５ \2,800 9784784213351
思文閣出版 南都寺院文書の世界 勝山清次編 2007.10 Ａ５ \5,800 9784784213351
思文閣出版 阪神文化論 川本皓嗣・松村昌家編 2008.04 Ａ５ \3,200 9784784213986
思文閣出版 武士の精神（エトス）とその歩み アレキサンダー・ベネット著 2009.04 Ａ５ \4,800 9784784214266
思文閣出版 文学のなかの考古学 門田誠一著 2008.09 四六 \2,300 9784784214303
思文閣出版 本能寺と信長 藤井学著 2003.01 四六 \2,200 4784211349
思文閣出版 祭りのしつらい 岩間香・西岡陽子編 2008.02 Ｂ５ \2,200 9784784213603
思文閣出版 室町・戦国期研究を読みなおす 中世後期研究会編 2007.10 Ａ５ \4,600 9784784213719
思文閣出版 八瀬童子 宇野日出生著 2007.04 四六 \1,800 9784784213528
思文閣出版 一千年目の源氏物語 伊井春樹編 2008.06 四六 \1,600 9784784214082
思文閣出版 緒方洪庵 中田雅博著 2009.09 Ａ５ \2,500 9784784214822
思文閣出版 日本の心と源氏物語 岡野弘彦編 2009.12 四六 \1,800 9784784214129
思文閣出版 東アジアのなかの日本 上田正昭著 2009.10 四六 \2,400 9784784214792
新人物往来社 般若心経のすべて　ＣＤつき 小林孝彰 2009.7 四六 \1,400 9784404037268
新人物往来社 総図解 よくわかる日本史 瀧音能之 他 2009.7 四六 \1,400 9784404037251
新人物往来社 江戸大名廃絶物語 新人物往来社 2009.8 A5 \1,600 9784404037336
新人物往来社 総図解 よくわかる徳川将軍家 歴史読本編集部 2009.8 四六 \1,400 9784404037312
新人物往来社 よくわかる古事記 島崎晋 2009.9 A5 \1,500 9784404037329
新人物往来社 幕末維新 最後の藩主２８５人 新人物往来社 2009.9 A5 \2,000 9784404037510
新人物往来社 総図解 よくわかる天皇家の歴史 歴史読本編集部 2009.9 四六 \1,400 9784404037480
新人物往来社 官職と位階のことがわかる本 新人物往来社 2009.10 A5 \1,800 9784404037596
新人物往来社 写真と地図で歩く　戦国武将の城跡 新人物往来社 2009.1 A5 \1,600 9784404037602
新人物往来社 総図解 よくわかる日本歴史の英雄 歴史読本編集部 2009.10 四六 \1,400 9784404037619
新人物往来社 江戸考証読本（一）　将軍様と町人編 稲垣史生 2009.11 四六 \1,500 9784404037749
新人物往来社 総図解 よくわかる世界史 歴史読本編集部 2009.11 四六 \1,400 9784404037732
新人物往来社 世界史ミステリー３３の真説 森実与子 2009.11 四六 \1,500 9784404037763
新人物往来社 歩きたくなる　大名と庶民の街道物語 新人物往来社 2009.11 A5 \1,800 9784404037787
新人物往来社 日本の古代王朝をめぐる１０１の論点 新人物往来社 2009.12 A5 \1,500 9784404037893
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新人物往来社 真説 石田三成の生涯 新人物往来社 2009.12 四六 \2,500 9784404037886
新人物往来社 日本の暦 岡田芳朗 2009.12 四六 \1,500 9784404037879
新人物往来社 日本史有名人の臨終図鑑 篠田達明 2009.12 A5 \1,600 9784404037909
新人物往来社 詳細図説 信長記 小和田哲男 2010.1 四六 \1,600 9784404038029
新人物往来社 江戸考証読本（二）　大江戸八百八町編 稲垣史生 2010.1 四六 \1,500 9784404038050
新人物往来社 徳川幕府の実力と統治のしくみ 蒲生眞紗雄 2010.1 A5 \1,600 9784404038012
新人物往来社 徳川将軍家・松平一族のすべて 新人物往来社 2010.1 A5 \2,000 9784404038043
新人物往来社 島原・天草の乱 煎本増夫 2010.1 四六 \3,000 9784404038036
新人物往来社 総図解 よくわかる幕末・維新 結城しはや 2010.1 四六 \1,400 9784404038067
新人物往来社 原色再現 日本史の名場面 高野澄 2010.1 A5 \1,500 9784404033807
新人物往来社 天皇霊と皇位継承儀礼 佐々木聖使 2010.2 四六 \2,800 9784404038173
新人物往来社 詳細図説 秀吉記 小和田哲男 2010.2 四六 \1,600 9784404038180
新人物往来社 名君 前田利長 池田 公一 2010.2 四六 \2,800 9784404038210
新人物往来社 江戸考証読本（三）　　大名と旗本編 稲垣史生 2010.2 四六 \1,500 9784404038197
新人物往来社 総図解 よくわかる戦国時代 小和田哲男 2010.2 四六 \1,400 9784404038203
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 2010.2 A5 \1,500 9784404038227
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 2010.2 四六 \1,500 9784404038166
東京大学出版会 歴史をよむ 歴史科学協議会ほか編 2004.11 A5 \2,500 9784130220217
東京大学出版会 天皇・天皇制をよむ 歴史科学協議会編 2008.5 A5 \2,800 9784130230544
東京大学出版会 大人のための近現代史　19世紀編 三谷ほか編 2009.10 A5 \2,600 9784130230582
東京大学出版会 日本美術の歴史 辻惟雄 2005.12 A5 \2,800 9784130820868
東京大学出版会 考古学入門 鈴木公雄 1988.1 A5 \2,200 9784130220514
東京大学出版会 中世ヨーロッパを生きる 甚野・堀越編 2004.2 四六 \2,800 9784130230513
東京大学出版会 考古学はどんな学問か 鈴木公雄 2005.6 四六 \2,800 9784130230520
東京大学出版会 国境を越える歴史認識 劉ほか編 2006.5 A5 \2,800 9784130230537
東京大学出版会 日韓 歴史家の誕生 木畑・車編 2008.11 四六 \2,400 9784130230551
東京大学出版会 1945年の歴史認識 劉・川島編 2009.3 A5 \3,200 9784130230568
東京大学出版会 中世の都市 高橋・千葉編 2009.5 四六 \3,200 9784130230575
東京大学出版会 歴史の描き方１ 酒井直樹編 2006.11 四六 \2,500 9784130250160
東京大学出版会 歴史の描き方2 西川祐子編 2006.11 四六 \2,500 9784130250177
東京大学出版会 歴史の描き方3 冨山一郎編 2006.12 四六 \2,500 9784130250184
東京大学出版会 日本史講座１ 歴史学研究会・日本史研究会編 2004.5 四六 \2,200 9784130251013
東京大学出版会 日本史講座2 歴史学研究会・日本史研究会編 2004.6 四六 \2,200 9784130251020
東京大学出版会 日本史講座3 歴史学研究会・日本史研究会編 2004.7 四六 \2,200 9784130251037
東京大学出版会 日本史講座4 歴史学研究会・日本史研究会編 2004.9 四六 \2,200 9784130251044
東京大学出版会 日本史講座5 歴史学研究会・日本史研究会編 2004.10 四六 \2,200 9784130251051
東京大学出版会 日本史講座6 歴史学研究会・日本史研究会編 2005.2 四六 \2,200 9784130251068
東京大学出版会 日本史講座7 歴史学研究会・日本史研究会編 2005.4 四六 \2,200 9784130251075
東京大学出版会 日本史講座8 歴史学研究会・日本史研究会編 2005.1 四六 \2,200 9784130251082
東京大学出版会 日本史講座9 歴史学研究会・日本史研究会編 2005.4 四六 \2,200 9784130251099
東京大学出版会 日本史講座10 歴史学研究会・日本史研究会編 2005.7 四六 \2,200 9784130251105
東京大学出版会 江戸絵画と文学 今橋理子 1999.10 A5 \6,200 9784130802017
東京大学出版会 江戸の動物画 今橋理子 2004.12 A5 \6,000 9784130802048
東京大学出版会 広重と浮世絵風景画 大久保純一 2007.4 A5 \5,400 9784130802086
東京大学出版会 秋田蘭画の近代 今橋理子 2009.4 A5 \6,500 9784130802123
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東京大学出版会 講座日本美術史１ 佐藤康宏編 2005.4 A5 \4,200 9784130840811
東京大学出版会 講座日本美術史2 板倉聖哲編 2005.5 A5 \4,200 9784130840828
東京大学出版会 講座日本美術史3 佐藤康宏編 2005.6 A5 \4,200 9784130840835
東京大学出版会 講座日本美術史4 長岡龍作編 2005.9 A5 \4,200 9784130840842
東京大学出版会 講座日本美術史5 玉蟲敏子編 2005.10 A5 \4,200 9784130840859
東京大学出版会 講座日本美術史6 木下直之編 2005.4 A5 \4,200 9784130840866
東京堂出版 くずし字解読辞典　普及版 児玉幸多編 1993 B6 \2,200 9784490103311
東京堂出版 くずし字解読辞典　机上版 児玉幸多編 1993 A5 \3,500 9784490103328
東京堂出版 くずし字解読辞典　毛筆版 児玉幸多編 1999 A5 \3,500 9784490105223
東京堂出版 くずし字用例辞典　普及版 児玉幸多編 1993 B6 \5,800 9784490103335
東京堂出版 くずし字用例辞典　机上版 児玉幸多編 1993 A5 \13,000 9784490103441
東京堂出版 漢字くずし方辞典 児玉幸多編 1993 B6 \3,500 9784490103342
東京堂出版 古文書解読事典　改訂新版 大石学監修 2000 A5 \2,800 9784490105599
東京堂出版 古文書古記録語辞典 阿部猛編著 2005 A5 \9,500 9784490106756
東京堂出版 古記録入門 高橋秀樹著 2005 A5 \3,500 9784490205671
東京堂出版 古文書・手紙の読み方 増田孝著 2007 A5 \1,800 9784490206203
東京堂出版 日本史年表　増補４版 東京学芸大学日本史研究 2007 B6 \2,600 9784490206012
東京堂出版 県別 名字ランキング事典 森岡浩著 2009 四六 \1,600 9784490107739
東京堂出版 苗字と名前を知る事典 奥富敬之著 2007 四六 \2,500 9784490107036
東京堂出版 日本名字家系大事典 森岡浩編 2002 菊 \4,800 9784490106039
東京堂出版 家紋の事典 高野等著 2008 菊 \4,000 9784490107388
東京堂出版 地図の読み方事典 西ヶ谷恭弘ほか著 2009 四六倍 \2,500 9784490107661
東京堂出版 地図から消えた地名 今尾恵介著 2008 四六 \1,800 9784490206456
東京堂出版 奈良の地名由来辞典 池田末則編 2008 四六 \2,800 9784490107357
東京堂出版 辞世の言葉で知る日本史人物事典 西沢正史編 2009 四六 \2,300 9784490107586
東京堂出版 神社(日本史小百科) 岡田米夫著 1993 四六 \2,500 9784490202083
東京堂出版 神道(日本史小百科) 伊藤聡ほか著 2002 四六 \2,500 9784490204469
東京堂出版 考古学を知る事典 熊野正也・堀越正行著 2003 四六 \2,800 9784490106275
東京堂出版 歴史考古学を知る事典 熊野正也ほか編 2006 四六 \2,800 9784490106923
東京堂出版 東アジア考古学辞典 西谷正編 2007 四六倍 \20,000 9784490107128
東京堂出版 日本古墳大辞典 大塚初重ほか編 1989 B5 \18,000 9784490102604
東京堂出版 続日本古墳大辞典 大塚初重・小林三郎編 2002 B5 \15,000 9784490105995
東京堂出版 日本古代人名辞典 阿部猛編著 2009 菊 \15,000 9784490107616
東京堂出版 古代豪族系図集覧 近藤敏喬編 1993 菊 \9,000 9784490202250
東京堂出版 宮廷公家系図集覧 近藤敏喬編 1994 菊 \12,000 9784490202434
東京堂出版 平安時代儀式年中行事事典 阿部猛ほか編 2003 A5 \6,500 9784490106244
東京堂出版 古事記・日本書紀を知る事典 武光誠著 1999 四六 \2,600 9784490105261
東京堂出版 日本荘園大辞典 阿部猛・佐藤和彦編 1997 菊 \18,000 9784490104523
東京堂出版 荘園史用語辞典 阿部猛編 1997 A5 \3,800 9784490104516
東京堂出版 「鎌倉遺文」にみる中世のことば辞典 ことばの中世史研究会編 2007 A5 \5,000 9784490107296
東京堂出版 吾妻鏡事典 佐藤和彦・谷口榮編 2007 A5 \5,000 9784490107234
東京堂出版 後北条氏家臣団人名辞典 下山治久編 2006 A5 \15,000 9784490106961
東京堂出版 城郭の見方・調べ方ハンドブック 西ヶ谷恭弘監修 2008 菊 \2,400 9784490206364
東京堂出版 古絵葉書でみる日本の城 西ヶ谷恭弘監修 2009 B5 \9,500 9784490206739
東京堂出版 江戸城 その全容と歴史 西ヶ谷恭弘著 2009 菊 \2,500 9784490206753
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東京堂出版 国別 藩と城下町の事典 二木謙一監修 2004 菊 \6,600 9784490106510
東京堂出版 国別 城郭・陣屋・要害・台場事典 西ヶ谷恭弘編 2002 菊 \6,800 9784490106053
東京堂出版 日本家系系図大事典 奥富敬之著 2008 菊 \12,000 9784490107364
東京堂出版 江戸時代全大名家事典 工藤寛正編 2008 菊 \12,000 9784490107258
東京堂出版 徳川・松平一族の事典 工藤寛正編 2009 菊 \9,500 9784490107647
東京堂出版 徳川幕府事典 竹内誠編 2003 A5 \5,800 9784490106213
東京堂出版 日本近世史研究事典 村上直ほか編 1989 A5 \3,800 9784490102567
東京堂出版 坂本龍馬事典<虚構と真実> 加来耕三著 2009 四六 \2,400 9784490107333
東京堂出版 天皇・皇室を知る事典 小田部雄次著 2007 四六 \2,600 9784490107029
東京堂出版 仏教がわかる四字熟語辞典 森章司・小森英明編 2008 四六 \3,300 9784490107418
東京堂出版 暦を知る事典 岡田芳朗ほか著 2006 四六 \2,500 9784490106862
東京堂出版 記念日・祝日の事典 加藤迪男編 2006 A5 \1,600 9784490106893
東京堂出版 暮らしのなかの左右学 小沢康甫著 2009 四六 \1,900 9784490206814
東京堂出版 民家・町並み探訪事典 吉田桂二著 2000 四六倍 \2,900 9784490105575
東京堂出版 水木しげるの妖怪事典 水木しげる著 1981 A5横 \2,200 9784490101492
東京堂出版 水木しげるの続妖怪事典 水木しげる著 1984 A5横 \2,500 9784490101799
東京堂出版 水木しげるのあの世の事典 水木しげる著 1983 A5横 \2,300 9784490101683
東京堂出版 水木しげるの世界妖怪事典 水木しげる著 1985 A5横 \2,200 9784490101997
東京堂出版 水木しげるの続世界妖怪事典 水木しげる著 2000 A5横 \2,500 9784490105551
東京堂出版 水木しげるの中国妖怪事典 水木しげる著 1990 A5横 \2,500 9784490102826
東京堂出版 世界の悪女・妖女事典 中江克己著 2000 四六 \1,900 9784490105377
東京堂出版 古代エジプト文字を読む事典 秋山慎一著 2003 A5 \2,800 9784490106367
東京堂出版 古代エジプトを知る事典 吉村作治編著 2005 四六 \2,800 9784490106626
東京堂出版 古代ローマを知る事典 長谷川岳男・樋脇博敏著 2004 四六 \2,800 9784490106480
東京堂出版 ユダヤを知る事典 滝川義人著 1994 四六 \2,500 9784490103632
東京堂出版 軍事の事典 片岡徹也編 2009 菊 \4,500 9784490107609
刀水書房 光太夫とラクスマン 木崎良平 1992 四六 \2,524 4887081345
刀水書房 和鏡の文化史 青木 豊 1992 四六 \2,500 4887081391
刀水書房 レコンキスタ Ｄ.Ｗ.ローマックス 1996 四六 \3,300 4887081804
刀水書房 インディアンに囚われた白人女性の物語 ローランサン、シーヴァー 1996 四六 \2,800 4887081952
刀水書房 仙台漂民とレザノフ 木崎良平 1997 四六 \2,800 4887081987
刀水書房 スイスの歴史 Ｕ.イム・ホーフ 1997 四六 \2,800 488708207X
刀水書房 ナチスの陰の子ども時代 Ｅ.フリート 1998 四六 \2,800 4887082037
刀水書房 20世紀の歴史家たち①日本編(上) 今谷・大濱・尾形・樺山編 1997 四六 \2,800 4887082118
刀水書房 20世紀の歴史家たち②日本編(下) 今谷・大濱・尾形・樺山編 1999 四六 \2,800 4887082126
刀水書房 20世紀の歴史家たち③世界編(上) 尾形・樺山・木畑編 1999 四六 \2,800 4887082134
刀水書房 20世紀の歴史家たち④世界編(下) 尾形・樺山・木畑編 2001 四六 \2,800 4887082142
刀水書房 20世紀の歴史家たち⑤日本編(続) 今谷・大濱・尾形・樺山編 2006 四六 \2,800 4887082320
刀水書房 千利休―ヒト・モノ・カネ 戸上 一 1998 四六 \2,000 488708210X
刀水書房 日本人と戦争 大濱徹也 2002 四六 \2,400 4887082207
刀水書房 スイス傭兵ブレーカーの自伝 Ｕ.ブレーカー 2000 四六 \2,800 4887082401
刀水書房 日本の江戸時代 田中圭一 1999 四六 \2,400 4887082339
刀水書房 沖縄の反戦ばあちゃん 平松幸三編 2001 四六 \2,000 4887082428
刀水書房 日本鉄道史 原田勝正 2001 四六 \3,300 4887082754
刀水書房 戦争と人間の歴史 Ｊ.キーガン 2000 四六 \2,000 4887082649
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刀水書房 エリザベート―栄光と悲劇 Ｍ.シェーファー 2000 四六 \2,000 4887082657
刀水書房 地中海の暦と祭り 地中海学会編 2002 四六 \2,500 4887082304
刀水書房 曹 操 堀 敏一 2001 四六 \2,800 4887082835
刀水書房 古代末期の世界 ピーター・ブラウン 2002 四六 \2,800 4887083548
刀水書房 モンゴルの歴史 宮脇淳子 2002 四六 \2,800 4887082444
刀水書房 ヴェネツィアの歴史 永井三明 2004 四六 \2,800 4887082851
刀水書房 敵国日本 Ｈ.バイアス 2001 四六 \200 488708286X
刀水書房 甦る古代人 Ｐ.Ｖ.グロブ 2002 四六 \2,500 4887082983
刀水書房 庶民のみた日清・日露戦争 大濱徹也 2003 四六 \2,200 4887083165
刀水書房 ミケランジェロと政治 Ｇ.スピーニ 2003 四六 \2,500 4887083181
刀水書房 エンリケ航海王子 金七紀男 2004 四六 \2,500 488708322X
刀水書房 学生反乱 松浦・速水・高橋 2005 四六 \2,800 4887083351
刀水書房 ベトナム戦争のアメリカ 白井洋子 2006 四六 \2,500 4887083521
刀水書房 図書館の誕生 Ｌ.カッソン 2007 四六 \2,300 9784887083561
刀水書房 ゾロアスター教史 青木 健 2008 四六 \2,800 9784887083745
刀水書房 戦争の世界史 Ｗ.Ｈ.マクニール 2002 Ａ５ \7,500 9784887082717
刀水書房 ドイツ三十年戦争 Ｃ.Ｖ.ウェッジウッド 2003 Ａ５ \10,000 9784887083172
刀水書房 ヒトラーの青年時代 藤村瞬一 2005 Ａ５ \4,500 4887083475
刀水書房 不敗の農民運動家矢後嘉蔵 岩本由輝解題・北山郁子編 2008 Ａ５ \7,000 9784887083622
刀水書房 歴史家たちのユートピアへ 樺山紘一 2007 四六 \1,600 9784887085008
刀水書房 ハイチの栄光と苦難 浜 忠雄 2007 四六 \1,600 9784887085015
刀水書房 イタリア都市の諸相 野口昌夫 2008 四六 \1,600 9784887085022
刀水書房 本を読むデモクラシー 宮下志朗 2008 四六 \1,600 9784887085039
刀水書房 ナイル 地域をつむぐ川 加藤 博 2008 四六 \1,600 9784887085046
刀水書房 イブラヒム、日本への旅 小松久男 2008 四六 \1,600 9784887085053
刀水書房 中国明末のメディア革命 大木 康 2009 四六 \1,600 9784887085060
刀水書房 ジハードの町タルスース 太田敬子 2009 四六 \1,600 9784887085084
同成社 食の民俗考古学 橋口尚武 2006 Ａ５ \3,800 978-4-88621-346-4
同成社 石垣が語る江戸城 野中和夫 2007 Ａ５ \7,000 978-4-88621-380-8
同成社 アイヌのクマ送りの世界 木村英明・本田優子 2007 Ａ５ \3,800 978-4-88621-390-7
同成社 考古学が語る日本の近現代 小川・小林・両角 2007 Ａ５ \4,500 978-4-88621-402-7
同成社 古代馬具からみた韓半島と日本 張 允禎 2008 Ａ５ \3,800 978-4-88621-422-5
同成社 壺屋焼が語る琉球外史 小田静夫 2008 Ａ５ \4,500 978-4-88621-431-7
同成社 古代日本海の漁撈民 内田律雄 2009 Ａ５ \4,800 978-4-88621-465-2
同成社 石器づくりの考古学 長井謙治 2009 Ａ５ \4,600 978-4-88621-477-5
同成社 虎塚古墳 鴨志田篤二 2005 四六 \1,800 978-4-88621-333-4
同成社 白河郡衙遺跡群 鈴木 功 2006 四六 \1,800 978-4-88621-354-9
同成社 秋田城跡 伊藤武士 2006 四六 \1,800 978-4-88621-360-0
同成社 宮畑遺跡 斎藤義弘 2006 四六 \1,800 978-4-88621-376-1
同成社 根城跡 佐々木浩一 2007 四六 \1,800 978-4-88621-381-5
同成社 寺野東遺跡 江原・初山 2007 四六 \1,800 978-4-88621-39７-6
同成社 侍塚古墳と那須国造碑 眞保昌弘 2008 四六 \1,800 978-4-88621-416-4
同成社 飛山城跡 今平利幸 2008 四六 \1,800 978-4-88621-443-0
同成社 多賀城跡 高倉敏明 2008 四六 \1,800 978-4-88621-452-2
同成社 志波城・徳丹城跡 西野 修 2008 四六 \1,800 978-4-88621-457-7
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同成社 郡山遺跡 長島榮一 2009 四六 \1,800 978-4-88621-470-6
同成社 上野三碑 松田 猛 2009 四六 \1,800 978-4-88621-473-7
同成社 日本列島の三つの文化 藤本 強 2009 四六 \1,800 978-4-88621-494-2
同成社 歴史のものさし－縄文時代の研究の編年体系－ 谷口康浩他編 2008 Ｂ５ \6,000 978-4-88621-420-１
同成社 大地と森の中で－縄文時代の古生態系－ 谷口康浩他編 2009 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-453-9
同成社 なりわい―食料生産の技術― 谷口康浩他編 2007 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-414-0
同成社 ものづくり―道具製作の技術と組織― 谷口康浩他編 2007 Ｂ５ \6,000 978-4-88621-399-0
同成社 土器を読み取る―縄文土器の情報― 谷口康浩他編 2008 Ｂ５ \6,000 978-4-88621-441-6
同成社 生活空間―集落と遺跡群― 谷口康浩他編 2009 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-463-8
同成社 死と弔い―葬制― 谷口康浩他編 2007 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-394-5
同成社 人と社会―人骨情報と社会組織― 谷口康浩他編 2008 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-432-4
同成社 心と信仰―宗教的観念と社会秩序― 谷口康浩他編 2007 Ｂ５ \6,000 978-4-88621-407-2
同成社 研究の行方―何が分からなくて何をすべきか― 谷口康浩他編 2010 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-493-5
同成社 弥生文化の輪郭 設楽博己他編 2009 Ｂ５ \6,000 978-4-88621-499-７
同成社 弥生文化誕生 設楽博己他編 2009 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-475-1
同成社 食糧の獲得と生産 設楽博己他編 2009 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-489-8
同成社 弥生社会のハードウェア 設楽博己他編 2009 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-459-1
同成社 儀礼と権力 設楽博己他編 2008 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-435-5
同成社 集落からよむ弥生社会 設楽博己他編 2008 Ｂ５ \5,000 978-4-88621-446-1
同成社 現代考古学事典・縮刷版 安斎正人 2006 Ａ５ \2,900 978-4-88621-369-3
同成社 入門者のための考古学教室 ・改訂版 山岸良二 2006 四六 \1,900 978-4-88621-372-3
同成社 常陸の古墳 茂木雅博 2007 Ａ５ \6,000 978-4-88621-379-2
同成社 古代地域社会の考古学 坂井秀弥 2008 A５ \8,000 978-4-88621-451-5
同成社 地方木簡と郡家の機構 森 公章 2009 A５ \8,000 978-4-88621-492-８
同成社 隼人と古代日本 永山修一 2009 A５ \5,000 978-4-88621-497-3
同成社 アジールの日本史 夏目琢史 2009 四六 \2,400 978-4-88621-491-１
同成社 倭の五王と二つの王家 前田晴人 2009 四六 \2,500 978-4-88621-501-7
同成社 香取文書と中世の東国 鈴木哲雄 2009 Ａ５ \6,000 978-4-88621-490-4
同成社 日本の文化的景観 文化庁文化財部記念物課 2005 Ａ４ \4,300 978-4-88621-334-1
同成社 日本史年表・年号ハンドブック 阿部 猛 2008 新書版 \1,200 978-4-88621-444-7
同成社 新博物館学 小林 克 2009 Ａ５ \2,800 978-4-88621-488-1
塙書房 東西豪農と明治維新 渡辺尚志著 2009 B6 \2,200 9784827331073
塙書房 柳田國男と成城・沖縄・國學院 高見寛孝著 2010 B6 \2,300 9784827331097
塙書房 平家物語の虚構と真像　下 上横手雅敬著 1985 新書 \900 9784827340625
塙書房 平家物語の虚構と真実　上 上横手雅敬著 1985 新書 \900 9784827340617
塙書房 万葉集 訳文編 佐竹昭広他著 1972 A5 \2,100 9784827300224
塙書房 補訂版 万葉集　本文編 佐竹昭広他著 1998 A5 \2,100 978482730081ｘ
塙書房 平安朝の年中行事 山中裕著 1972 B6 \2,400 9784827330751
塙書房 局地鉄道 三木理史著 2009 B6 \2,200 9784827331080
塙書房 江戸幕府崩壊論 藤野保著 2008 B6 \2,900 9784827331066
塙書房 桃山・江戸のファッションリーダー 森理恵著 2007 B6 \2,300 9784827331059
塙書房 国境の植民地・樺太 三木理史著 2006 B6 \1,800 9784827331049
塙書房 中世荘園の様相 網野善彦著 1966 B6 \3,300 9784827330514
塙書房 伊勢斎宮と斎王 榎村寛之著 2004 B6 \2,300 9784827331014
塙書房 日本先覚者列伝 村山修一著 2005 B6 \2,900 9784827331022
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塙書房 アマテラスの原風景 角林文雄著 2003 B6 \2,800 9784827330999
塙書房 変革期の人傑 村山修一著 2003 B6 \3,200 9784827331006
塙書房 女性と穢れの歴史 成瀬弘和著 2003 B6 \2,300 9784827330980
塙書房 律令貴族と政争 木本好信著 2001 B6 \3,000 9784827330972
塙書房 歴史学的方法の基準 中井信彦著 1973 B6 \3,000 9784827330786
塙書房 風土記と古代社会 関和彦著 1984 B6 \2,500 9784827330905
塙書房 百姓成立 深谷克己著 1993 B6 \2,800 9784827330906
塙書房 山伏の歴史 村山修一著 1970 B6 \3,300 9784827330719
塙書房 江戸の社会構造 南和男著 1969 B6 \3,800 9784827330670
塙書房 続 古代の技術 小林行雄著 1964 B6 \4,000 9784827330441
塙書房 日本仏教文学 永井義憲著 1963 B6 \2,800 9784827330352
塙書房 古代の技術 小林行雄著 1962 B6 \3,000 9784827330247
塙書房 王朝の風俗と文学 中村義雄著 1962 B6 \3,000 9784827330220
塙書房 壬申の乱 増補版 直木孝次郎著 1992 B6 \3,500 9784827330131
塙書房 有職故実 河鰭実英著 1971 B6 \2,300 9784827330085
塙書房 藤原鎌足 田村圓澄著 1966 新書 \900 97848273４００３X 
塙書房 風呂と湯の話 武田勝蔵著 1967 新書 \850 9784827340064
塙書房 源氏の女君 清水好子著 1967 新書 \800 9784827340072
塙書房 平家の群像 安田元久著 1967 新書 \900 9784827340099
塙書房 日本の近代文学 三好行雄著 1972 新書 \900 9784827340439
塙書房 わび 数江教一著 1973 新書 \950 9784827340455
塙書房 幽玄美の美学 草薙正夫著 1973 新書 \850 978482740463
塙書房 地蔵信仰 清水侑著 1975 新書 \750 9784827340498
塙書房 魔よけとまじない 中村義雄著 1978 新書 \900 978482734051X 
塙書房 稲荷信仰 近藤喜博著 1978 新書 \950 9784827340528
塙書房 西行の世界 山木幸一著 1979 新書 \950 9784827340536
塙書房 万葉のいのち 伊藤博著 1983 新書 \900 9784827340552
塙書房 万葉のあゆみ 伊藤博著 1983 新書 \900 9784827340560
塙書房 さび 復本一郎著 1983 新書 \900 9784827340579
塙書房 万葉の挽歌 菊池威雄著 2007 新書 \1,300 9784827340815
塙書房 万葉のこみち 廣岡義隆著 2005 新書 \1,200 9784827340803
塙書房 万葉東歌の世界 加藤静雄著 2000 新書 \1,100 9784827340765
塙書房 創られた万葉の歌人　額田王 梶川信行著 2000 新書 \1,600 9784827340773
塙書房 万葉びとのまなざし 村瀬憲夫著 2002 新書 \1,300 978482734079X
塙書房 八幡信仰 中村幡能著 1985 新書 \850 9784827340595
塙書房 呪術宗教の世界 清水侑著 1987 新書 \850 9784827340633
塙書房 駈込寺 五十嵐富夫著 1989 新書 \845 9784827340641
塙書房 「坊ちゃん」の世界 平岡敏夫著 1992 新書 \1,000 978482734065X
塙書房 新編 私の法隆寺 直木孝次郎著 1994 新書 \1,165 9784827340692
塙書房 万葉びとの生活空間 上野誠著 2000 新書 \1,200 9784827340781
法藏館 秀吉の大仏造立 河内将芳 2008/11 四六 \2,000 9784831875839
法藏館 山をおりた親鸞　都をすてた道元 松尾剛次 2009/4 四六 \2,200 9784831860606
法藏館 ブータンと幸福論 本林靖久 2006/12 四六 \1,800 9784831856807
法藏館 親鸞とその時代 平 雅行 2001/5 四六 \1,800 9784831874849
法藏館 禅の歴史 伊吹 敦 2001/11 A5 \3,800 9784831856326
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法藏館 比叡山諸堂史の研究 武 覚超 2008/3 A5 \9,000 9784831873736
法藏館 鎌倉仏教形成論 末木文美士 1998/5 A5 \5,800 9784831873729
法藏館 中世の都市と非人 松尾剛次 1998/12 A5 \3,600 9784831872432
法藏館 熊野比丘尼を絵解く 根井浄◆山本殖生 2007/11 A5 \6,000 4978831875624
法藏館 古代中世史の探究 大和を歩く会 2007/11 四六 \3,800 9784831875679
法藏館 日本中世の宗教的世界観 江上琢成 2007/5 四六 \2,800 9784831860354
法藏館 日本人の身体観の歴史 養老孟司 1996/8 四六 \2,200 9784831872272
法藏館 神仏習合の聖地 村山修一 2006/11 A5 \3,400 9784831875594
法藏館 神国論の系譜 鍛代敏雄 2006/5 四六 \1,800 9784831874702
法藏館 京都 癒しのまち 藤原成一 2006/3 四六 \1,800 9784831856142
法藏館 清滝川 斎藤史子 2006/12 四六 \1,800 9784831856449
法藏館 仏教の歴史的・地域的展開 佛教史学会 2003/12 A5 \3,200 9784831874597
法藏館 エロスの国・熊野 町田宗鳳 1996/3 四六 \2,600 9784831871398
法藏館 新・八宗綱要 大久保良峻 2001/6 A5 \3,400 9784831873705
法藏館 立山曼荼羅 福江  充 2005/7 四六 \2,000 9784831874405
法藏館 聖地の想像力 西山 克 1998/5 A5 \3,200 9784831874894
法藏館 アマテラスの変貌 佐藤弘夫 2000/8 四六 \2,400 9784831871299
法藏館 儀礼にみる日本の仏教 奈良女子大学古代学学術 2001/3 四六 \2,600 9784831875501
法藏館 王法と仏法 黒田俊雄 2001/12 四六 \2,600 9784831874832
法藏館 鶴林寺太子堂とその美 刀田山 鶴林寺 2007/8 B6変 \1,500 9784831822123
法藏館 鶴林寺と聖徳太子 幹 栄盛ほか 2008/4 B6変 \1,500 9784831822130
法藏館 鶴林寺とその全盛時代 刀田山鶴林寺編 2009/12 B6変 \1,500 9784831822147
法藏館 権力と仏教の中世史 上横手雅敬 2009/5 A5 \9,500 9784831875891
法藏館 中世地域社会と仏教文化 祢津宗伸 2009/2 A5 \8,500 9784831860279
法藏館 評伝 Ｊ・G・フレイザー ﾛﾊﾞｰﾄ･ｱｯｶｰﾏﾝ◆玉井 暲 2009/2 A5 \6,000 9784831872166
法藏館 神・仏・王権の中世 佐藤弘夫著 1998/2 A5 \6,800 9784831871435
法藏館 戦国期の石清水と本願寺 鍛代敏雄 2008/5 A5 \4,300 9784831875600
法藏館 日中浄土教論争 中村 薫（同朋大学教授） 2009/9 A5 \8,600 9784831874306
法藏館 安穏の思想史 市川浩史（群馬県立女子大 2009/11 A5 \3,800 9784831838353
法藏館 日本仏教民俗学の構築 五来 重 2007/10 A5 \8,500 9784831834072
法藏館 聖の系譜と庶民仏教 伊藤唯真 2007/12 A5 \9,500 9784831834089
法藏館 日本人の死生観と葬墓史 赤田光男 2008/2 A5 \8,500 9784831834096
法藏館 寺社縁起と伝承文化 福田晃 2008/4 A5 \8,500 9784831834102
法藏館 修験道の修行と宗教民俗 宮家準 2008/6 A5 \8,500 9784831834119
法藏館 修験道霊山の歴史と信仰 鈴木昭英 2008/9 A5 \8,500 9784831834126
法藏館 民間芸能史 山路興造 2008/11 A5 \8,500 9784831834133
法藏館 宗教歳時史 藤井正雄 2009/1 A5 \8,500 9784831834140
法藏館 庶民信仰と日本文化 小松和彦 解説担当 2009/4 A5 \8,500 9784831834157
法藏館 木食遊行聖の宗教活動と系譜 伊藤唯真 解説担当 2009/7 A5 \8,500 9784831834164
法藏館 葬と供養（上） 赤田光男 解説担当 2009/8 A5 \8,500 9784831834171
法藏館 葬と供養（下） 赤田光男 解説担当 2009/9 A5 \8,500 9784831834188
法藏館 五来重著作集　別巻 法藏館編集部編 2009/12 A5 \6,800 9784831834195
ミネルヴァ書房 吉田松陰に学ぶ 海原徹 2010.1 四六 \3,500 9784623053063
ミネルヴァ書房 集団人間破壊の時代 サマンサ・パワー 2010.1 Ａ５ \4,800 9784623055883
ミネルヴァ書房 「邪馬台国」はなかった 古田武彦 2010.1 四六 \2,800 9784623051786
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ミネルヴァ書房 失われた九州王朝 古田武彦 2010.2 四六 \2,800 9784623051847
ミネルヴァ書房 蘇我氏四代 遠山美都男 2006.1 四六 \2,800 9784623045600
ミネルヴァ書房 桓武天皇 井上満郎 2006.8 四六 \2,600 9784623046935
ミネルヴァ書房 安倍晴明 斉藤英喜 2004.1 四六 \2,400 9784623042555
ミネルヴァ書房 藤原道長 朧谷寿 2007.5 四六 \3,000 9784623048847
ミネルヴァ書房 源満仲・頼光 元木泰雄 2004.2 四六 \2,400 9784623039678
ミネルヴァ書房 空也 石井義長 2009.2 四六 \3,000 9784623053735
ミネルヴァ書房 紀貫之 神田龍身 2009.1 四六 \3,000 9784623053438
ミネルヴァ書房 源信 小原仁 2006.3 四六 \3,000 9784623045945
ミネルヴァ書房 源義経 近藤好和 2005.9 四六 \2,200 9784623044757
ミネルヴァ書房 北条政子 関幸彦 2004.3 四六 \2,400 9784623039692
ミネルヴァ書房 京極為兼 今谷明 2003.9 四六 \2,200 9784623038091
ミネルヴァ書房 兼好 鳥内祐子 2005.5 四六 \2,800 9784623044009
ミネルヴァ書房 忍性 松尾剛次 2004.11 四六 \2,400 9784623041503
ミネルヴァ書房 日蓮 佐藤弘夫 2003.12 四六 \2,500 9784623039586
ミネルヴァ書房 宗峰妙超 竹貫元勝 2008.1 四六 \2,800 9784623050703
ミネルヴァ書房 新田義貞 山本隆志 2005.10 四六 \2,200 9784623044917
ミネルヴァ書房 雪村周継 赤澤英二 2008.12 四六 \2,800 9784623053179
ミネルヴァ書房 満済 森茂暁 2004.12 四六 \2,500 9784623042480
ミネルヴァ書房 今川義元 小和田哲男 2004.9 四六 \2,400 9784623041145
ミネルヴァ書房 武田信玄 笹本正治 2005.11 四六 \2,200 9784623045006
ミネルヴァ書房 上杉謙信 矢田俊文 2005.12 四六 \2,200 9784623044863
ミネルヴァ書房 真田氏三代 笹本正治 2009.5 四六 \3,000 9784623054442
ミネルヴァ書房 北政所おね 田端泰子 2007.8 四六 \2,600 9784623049547
ミネルヴァ書房 淀殿 福田千鶴 2007.1 四六 \2,500 9784623048101
ミネルヴァ書房 支倉常長 田中英道 2007.5 四六 \2,800 9784623048779
ミネルヴァ書房 長谷川等伯 宮島新一 2003.11 四六 \2,400 9784623039272
ミネルヴァ書房 後水尾天皇 久保貴子 2008.3 四六 \2,800 9784623051236
ミネルヴァ書房 田沼意次 藤田覚 2007.7 四六 \2,800 9784623049417
ミネルヴァ書房 北村季吟 島内景二 2004.9 四六 \2,400 9784623040551
ミネルヴァ書房 大田南畝 沓掛良彦 2007.3 四六 \2,800 9784623048656
ミネルヴァ書房 鶴屋南北 諏訪春雄 2005.7 四六 \2,600 9784623044054
ミネルヴァ書房 滝沢馬琴 高田衛 2006.10 四六 \3,000 9784623047390
ミネルヴァ書房 山東京伝 佐藤至子 2009.4 四六 \3,000 9784623054596
ミネルヴァ書房 二代目市川団十郎 田口章子 2005.1 四六 \2,400 9784623043088
ミネルヴァ書房 佐竹曙山 成瀬不二雄 2004.1 四六 \2,500 9784623039685
ミネルヴァ書房 和宮 辻ミチ子 2008.2 四六 \2,200 9784623050949
ミネルヴァ書房 古賀謹一郎 小野寺龍太 2006.5 四六 \3,000 9784623046485
ミネルヴァ書房 月性 海原徹 2005.9 四六 \2,800 9784623044252
ミネルヴァ書房 吉田松陰 海原徹 2003.9 四六 \2,200 9784623039036
ミネルヴァ書房 高杉晋作 海原徹 2007.2 四六 \2,800 9784623047932
ミネルヴァ書房 明治天皇 伊藤之雄 2006.9 四六 \2,800 9784623047192
ミネルヴァ書房 松方正義 室山義正 2005.6 四六 \3,200 9784623044047
ミネルヴァ書房 桂太郎 小林道彦 2006.12 四六 \3,000 9784623047666
ミネルヴァ書房 乃木希典 佐々木英昭 2005.8 四六 \2,800 9784623044061
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ミネルヴァ書房 高宗・閔妃 木村幹 2007.12 四六 \3,000 9784623050352
ミネルヴァ書房 犬養毅 小林惟司 2009.7 四六 \3,000 9784623055067
ミネルヴァ書房 浜口雄幸 川田稔 2006.6 四六 \2,800 9784623049158
ミネルヴァ書房 河竹黙阿弥 今尾哲也 2009.7 四六 \3,000 9784623054916
ミネルヴァ書房 林忠正 木々康子 2009.4 四六 \3,000 9784623054121
ミネルヴァ書房 種田山頭火 村上護 2006.9 四六 \2,800 9784623047208
ミネルヴァ書房 高村光太郎 湯原かの子 200.10 四六 \2,200 9784623038701
ミネルヴァ書房 狩野芳崖・高橋由一 古田亮 2006.2 四六 \2,800 9784623045617
ミネルヴァ書房 橋本関雪 西原大輔 2007.10 四六 \2,800 9784623049974
ミネルヴァ書房 新島襄 太田雄三 2005.4 四六 \2,500 9784623049974
ミネルヴァ書房 澤柳政太郎 新田義之 2006.6 四六 \3,000 9784623042968
ミネルヴァ書房 久米邦武 高田誠二 2007.11 四六 \3,000 9784623050307
ミネルヴァ書房 岡倉天心 木下長宏 2005.3 四六 \2,500 9784623043262
ミネルヴァ書房 福澤諭吉 平山洋 2008.5 四六 \3,000 9784623051663
ミネルヴァ書房 陸羯南 松田宏一 2008.11 四六 \3,000 9784623052806
ミネルヴァ書房 吉野作造 田澤晴子 2006.7 四六 \3,000 9784623046768
ミネルヴァ書房 北里柴三郎 福田眞人 2008.10 四六 \2,800 9784623049813
ミネルヴァ書房 南方熊楠 板倉照平 2006.11 四六 \3,000 9784623047611
ミネルヴァ書房 李方子 小田部雄次 2007.9 四六 \2,800 9784623049776
ミネルヴァ書房 松永安左エ門 橘川武郎 2004.11 四六 \2,500 9784623040346
ミネルヴァ書房 正宗白鳥 大嶋仁 2004.1o 四六 \2,500 9784623041497
ミネルヴァ書房 川端康成 大久保喬樹 2004.4 四六 \2,400 9784623040322
ミネルヴァ書房 井上有一 海上雅臣 2005.2 四六 \2,700 9784623043286
ミネルヴァ書房 手塚治虫 竹内オサム 2008.9 四六 \2,400 9784623052516
ミネルヴァ書房 力道山 岡村正史 2008.10 四六 \2,500 9784623052554
ミネルヴァ書房 西田天香 宮田昌明 2008.4 四六 \3,000 9784623051533
ミネルヴァ書房 平泉澄 岩井敏明 2006.4 四六 \3,000 9784623046072
ミネルヴァ書房 瀧川幸辰 伊藤孝夫 2003.10 四六 \2,200 9784623039074
ミネルヴァ書房 フランク・ロイド・ライト 大久保美春 2008.9 四六 \2,400 9784623052523
ミネルヴァ書房 運慶 根立研介 2009.8 四六 \2,800 9784623055463
ミネルヴァ書房 ケンペル B.M.ボダルト＝ベイリー 2009.9 四六 \3,200 9784623055609
ミネルヴァ書房 大正天皇 F.R.ディキンソン 2009.9 四六 \2,500 9784623055616
ミネルヴァ書房 北畠親房 岡野友彦 2009.10 四六 \3,000 9784623055647
ミネルヴァ書房 額田王 梶川信行 2009.11 四六 \3,000 9784623055982
ミネルヴァ書房 二宮尊徳 小林惟司 2009.12 四六 \2,800 9784623056118
ミネルヴァ書房 吉田正 金子勇 2010.1 四六 \3,000 9784623056231
ミネルヴァ書房 細川ガラシャ 田端泰子 2010.2 四六 \2,600 9784623056781
山川出版社 詳説日本史図録　第３版 詳説日本史図録編集委員会編 2009.12 AB \848 ９７８４６３４０２５２３３
山川出版社 世界史図録　ヒストリア 谷澤伸・甚目孝三・柴田博・高橋和久編 2005.10 AB \848 ９７８４６３４０４０１１３
山川出版社 もういちど読む山川日本史 五味文彦・鳥海靖編 2009.8 A５ \1,500 ９７８４６３４５９０６４９
山川出版社 もういちど読む山川世界史 ｢世界の歴史｣編集委員会編 2009.8 A５ \1,500 ９７８４６３４６４０３１３
山川出版社 日本思想史辞典　 石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健編 2009.4 菊５ \8,500 ９７８４６３４６２２１０４
山川出版社 日本史人物辞典 日本史広辞典編集委員会編 2000.5 四六 \4,700 ９７８４６３４６２０３０８
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山川出版社 山川日本史小事典　新版 日本史広辞典編集委員会編 2001.5 B６変 \2,800 ９７８４６３４６２０４０７
山川出版社 山川世界史小辞典　改定新版 世界史小辞典編集委員会編 2004.1 B６変 \2,800 ９７８４６３４６２１１０７
山川出版社 世界史のための人名辞典 水村光男　編著 1991.6 B６ \895 ９７８４６３４０３０１８３
山川出版社 １古代文明の形成（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1995.11 A５ \3,398 ９７８４６３４３３０１０８
山川出版社 ２律令国家の展開（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1995.11 A５ \3,398 ９７８４６３４３３０２０７
山川出版社 ３貴族政治と武士（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1995.11 A５ \2,913 ９７８４６３４３３０３０６
山川出版社 ４武家政権の形成（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.1 A５ \3,398 ９７８４６３４３３０４０５
山川出版社 ５南北朝内乱と室町幕府上（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.1 A５ \2,913 ９７８４６３４３３０５０４
山川出版社 ６南北朝内乱と室町幕府下（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.3 A５ \2,913 ９７８４６３４３３０６０３
山川出版社 ７戦国動乱と大名領国制（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.3 A５ \2,913 ９７８４６３４３３０７０２
山川出版社 ８幕藩体制の成立と構造上（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.5 A５ \3,398 ９７８４６３４３３０８０１
山川出版社 ９幕藩体制の成立と構造下（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.5 A５ \2,913 ９７８４６３４３３０９００
山川出版社 10幕藩体制の展開と動揺上 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.7 A５ \2,913 ９７８４６３４３３１００６
山川出版社 11幕藩体制の展開と動揺下 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.7 A５ \2,913 ９７８４６３４３３１１０５
山川出版社 12開国と幕末政治（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.9 A５ \2,913 ９７８４６３４３３１２０４
山川出版社 13明治国家の成立（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.9 A５ \3,398 ９７８４６３４３３１３０３
山川出版社 14明治憲法体制の展開上（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.11 A５ \3,398 ９７８４６３４３３１４０２
山川出版社 15明治憲法体制の展開下（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1996.11 A５ \3,398 ９７８４６３４３３１５０１
山川出版社 16第一次世界大戦と政党内閣（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1997.1 A５ \3,398 ９７８４６３４３３１６００
山川出版社 17革新と戦争の時代（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1997.1 A５ \3,398 ９７８４６３４３３１７０９
山川出版社 18復興から高度成長へ（日本歴史体系　普及版） 井上光貞・永原慶二・児玉幸多・大久保利謙編 1997.3 A５ \2,913 ９７８４６３４３３１８０８
山川出版社 福島県の歴史散歩 福島県高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会編 2007.3 B６変 \1,200 ９７８４６３４２４６０７２
山川出版社 宮城県の歴史散歩 宮城県高等学校社会科（地理歴史・公民科）教育研究会歴史部会編 2007.7 B６変 \1,200 ９７８４６３４２４６０４１
山川出版社 栃木県の歴史散歩 栃木県歴史散歩編集委員会編 2007.3 B６変 \1,200 ９７８４６３４２４６０９６
山川出版社 新潟県の歴史散歩 新潟県の歴史散歩編集委員会 2009.8 B６変 \1,200 ９７８４６３４２４６１５７
山川出版社 福島県の歴史 丸井佳寿子・工藤雅樹・伊藤喜良・吉村仁作著 1997.4 四六 \1,900 ９７８４６３４３２０７０３
山川出版社 １卑弥呼と台与（日ﾘﾌﾞ人） 仁藤敦史著 2009.10 B６変 \800 ９７８４６３４５４８０１５
山川出版社 29北条時政と北条政子（日ﾘﾌﾞ人） 関幸彦著 2009.12 B６変 \800 ９７８４６３４５４８２９９
山川出版社 33日蓮と一遍（日ﾘﾌﾞ人） 佐々木馨著 2010.2 B６変 \800 ９７８４６３４５４８３３６
山川出版社 35北条高時と金沢貞顕（日ﾘﾌﾞ人） 永井晋著 2009.10 B６変 \800 ９７８４６３４５４８３５０
山川出版社 53遠山景元（日ﾘﾌﾞ人） 藤田覚著 2009.10 B６変 \800 ９７８４６３４５４８５３４
山川出版社 64鶴屋南北（日ﾘﾌﾞ人） 諏訪春雄著 2010.2 B６変 \800 ９７８４６３４５４８６４０
山川出版社 67坂本龍馬（日ﾘﾌﾞ人） 井上勲著 2009.12 B６変 \800 ９７８４６３４５４８６７１
山川出版社 72大久保利通（日ﾘﾌﾞ人） 佐々木克著 2009.12 B６変 \800 ９７８４６３４５４８７２５
山川出版社 100東条英機（日ﾘﾌﾞ人） 古川隆久著 2009.12 B６変 \800 ９７８４６３４５４９００５
山川出版社 日本史こぼれ話　古代 笠原一男・児玉幸多編 1993.3 新書 \838 ９７８４６３４６０３３０１
山川出版社 日本史こぼれ話　近世 笠原一男・児玉幸多編 1993.3 新書 \838 ９７８４６３４６０３４００
山川出版社 続　日本史こぼれ話　古代 笠原一男・児玉幸多編 1999.2 新書 \900 ９７８４６３４６０７３０９
山川出版社 続　日本史こぼれ話　近世 笠原一男・児玉幸多編 1999.2 新書 \900 ９７８４６３４６０７４０８
山川出版社 続々　日本史こぼれ話　古代 笠原一男・児玉幸多編 2003.3 新書 \920 ９７８４６３４５９３１０７
山川出版社 続々　日本史こぼれ話　近世 笠原一男・児玉幸多編 2003.3 新書 \920 ９７８４６３４５９３２０６
山川出版社 final　日本史こぼれ話　古代 野呂肖生著 2007.6 新書 \950 ９７８４６３４５９３２１３
山川出版社 final　日本史こぼれ話　近世 野呂肖生著 2007.6 新書 \950 ９７８４６３４５９３２２０
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山川出版社 史料を読み解く１　中世文書の流れ 久留島典子・五味文彦編 2006.8 B５ \1,900 ９７８４６３４５９０４４２
山川出版社 史料を読み解く２　近世の村と町 森下徹・吉田伸之編 2006.8 B５ \1,900 ９７８４６３４５９０４５８
山川出版社 史料を読み解く３　近世の政治と外交 藤田覚編 2008.4 B５ \1,900 ９７８４６３４５９０４６５
山川出版社 史料を読み解く４ 幕末・維新の政治と社会 鈴木淳・西川誠・松沢裕作著 2009.6 B５ \1,900 ９７８４６３４５９０４７２
山川出版社 ちょっとまじめな日本史Ｑ＆Ａ　上 五味文彦・野呂肖生編著 2006.4 四六 \1,500 ９７８４６３４５９０４２７
山川出版社 ちょっとまじめな日本史Ｑ＆Ａ　下 五味文彦・野呂肖生編著 2006.4 四六 \1,500 ９７８４６３４５９０４３４
山川出版社 図説　歴史散歩事典 井上光貞監修 1979.9 新書 \1,562 ９７８４６３４６００８０５
山川出版社 図説　仏像巡礼事典 久野健編 1994.11 新書 \1,943 ９７８４６３４６０４２０９
山川出版社 図説　民族探訪事典 大島暁雄・佐藤良博・松崎憲三・宮内正勝・宮田登編 1983.4 新書 \1,895 ９７８４６３４６００９０４
山川出版社 図解　文化財の見方 人見春雄・野呂肖生・毛利和夫編 1983.7 新書 \867 ９７８４６３４６０１６０４
山川出版社 探訪ハンドブック（文化財探訪クラブ１） 石井進監修 2001.7 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２１０６
山川出版社 考古学の世界（文化財探訪クラブ２） 小林達雄監修 1999.10 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２２０５
山川出版社 寺院建築（文化財探訪クラブ３） 濱島正士監修 2000.5 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２３０４
山川出版社 神社建築（文化財探訪クラブ４） 濱島正士監修 2001.5 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２４０３
山川出版社 民家と町並み（文化財探訪クラブ５） 吉田靖監修 2001.1 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２５０２
山川出版社 城と城下町（文化財探訪クラブ６） 石井進・千田嘉博監修 1999.7 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２６０１
山川出版社 庭園と茶室（文化財探訪クラブ７） 田仲哲雄監修 2001.12 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２７００
山川出版社 石仏と石塔（文化財探訪クラブ８） 石井進・水藤真監修 2001.3 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２８０９
山川出版社 仏像の世界（文化財探訪クラブ９） 浅井和春監修 2000.2 A５ \1,600 ９７８４６３４２２２９０８
山川出版社 陶磁器の世界（文化財探訪クラブ１０） 吉岡康暢監修 2001.8 A５ \1,600 ９７８４６３４２２３００４
山川出版社 古文書に親しむ（文化財探訪クラブ１１） 大友一雄監修 2002.5 A５ \1,600 ９７８４６３４２２３１０３
山川出版社 史跡を歩く（文化財探訪クラブ１２） 石井進・増渕徹監修 2000.8 A５ \1,600 ９７８４６３４２２３２０２
山川出版社 キリスト教の歴史１ 松本宣郎編 2009.8 四六 \3,500 ９７８４６３４４３１３８６
山川出版社 キリスト教の歴史２ 高柳俊一・松本宣郎編 2009.8 四六 \3,500 ９７８４６３４４３１３９３
山川出版社 ユダヤ教の歴史 市川裕著 2009.11 四六 \3,500 ９７８４６３４４３１３７９
山川出版社 日本史（世界各国史） 宮地正人編 2008.1 四六 \3,700 ９７８４６３４４１３１０８
山川出版社 朝鮮史（世界各国史） 武田幸男編 2000.8 四六 \3,500 ９７８４６３４４１３２０７
山川出版社 中国史（世界各国史） 尾形勇・岸本美緒編 1998.6 四六 \3,500 ９７８４６３４４１３３０６
山川出版社 イギリス史（世界各国史） 川北稔編 1998.4 四六 \3,500 ９７８４６３４４１４１０５
山川出版社 フランス史（世界各国史） 福井憲彦編 2001.8 四六 \3,500 ９７８４６３４４１４２０４
山川出版社 ドイツ史（世界各国史） 木村靖二編 2001.8 四六 \3,500 ９７８４６３４４１４３０３
山川出版社 アフリカ史（世界各国史） 川田順造編 2009.8 四六 \3,700 ９７８４６３４４１４００６
山川出版社 イタリア史（世界各国史） 北原敦編 2008.8 四六 \4,000 ９７８４６３４４１４５０１
山川出版社 アメリカ史（世界各国史） 紀平英作編 1999.10 四六 \3,500 ９７８４６３４４１５４０９
山川出版社 世界各国便覧史（世界各国史） 山川出版社編集部編 2009.7 四六 \3,000 ９７８４６３４４１５８０５
山川出版社 新物語　世界史への旅Ⅰ 大江一道著 2003.7 四六 \1,800 ９７８４６３４６４８７０８
山川出版社 新物語　世界史への旅Ⅱ 大江一道著 2003.7 四六 \1,800 ９７８４６３４６４８８０７
山川出版社 シネマウォークⅠ改定新版 伊藤弘成著 2006.4 A５ \2,500 ９７８４６３４６４０１７７
山川出版社 シネマウォークⅡ 伊藤弘成著 2000.10 A５ \2,300 ９７８４６３４６４５８０６
山川出版社 シネマウォークⅢ 伊藤弘成著 2002.6 A５ \2,300 ９７８４６３４６４７６０２
山川出版社 世界史をどう教えるか 神奈川県高等学校教科研究会社会科部会歴史分科会編 2008.3 四六 \1,800 ９７８４６３４６４０３２０
山川出版社 アメリカ史研究入門 油井大三郎・紀平英作・有賀夏紀編 2009.12 四六 \2,500 ９７８４６３４６４０３５１
山川出版社 詳説日本史研究　特装版 佐藤信・五味文彦・高埜利彦・鳥海靖編 2009.8 A５ \3,333 ９７８４６３４５９０６５６
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山川出版社 詳説世界史研究　特装版 木下康彦・木村靖二・吉田寅編 2008.3 A５ \3,333 ９７８４６３４６４０３３７
山川出版社 詳説政治経済研究 藤井剛編 A５ \2,381 ９７８４６３４０５０２２８
山川出版社 日本史用語集 全国歴史教育研究協議会 2009.3 四六 \819 ９７８４６３４０１３０２５
山川出版社 世界史用語集 全国歴史教育研究協議会 2008.1 四六 \819 ９７８４６３４０３３０２３
吉川弘文館 ①頼朝の挙兵 五味文彦・本郷和人編 2007年11月 四六判 \2,200 9784642027083
吉川弘文館 ②平氏滅亡 五味文彦・本郷和人編 2008年3月 四六判 \2,300 9784642027090
吉川弘文館 ③幕府と朝廷 五味文彦・本郷和人編 2008年6月 四六判 \2,200 9784642027106
吉川弘文館 ④奥州合戦 五味文彦・本郷和人編 2008年9月 四六判 \2,000 9784642027113
吉川弘文館 ⑤征夷大将軍 五味文彦・本郷和人編 2009年3月 四六判 \2,600 9784642027120
吉川弘文館 ⑥富士の巻狩 五味文彦・本郷和人編 2009年6月 四六判 \2,400 9784642027137
吉川弘文館 ⑦頼家と実朝 五味文彦・本郷和人編 2009年11月 四六判 \3,200 9784642027144
吉川弘文館 ③磐梯山噴火 北原糸子著 1998年12月 四六判 \2,600 9784642037020
吉川弘文館 近代日本のメディアと地域社会 有山輝雄著 2009年8月 A５判 \9,500 9784642037914
吉川弘文館 聖徳太子 坂本太郎著 1985年6月 四六判 \1,900 9784642050012
吉川弘文館 親鸞 赤松俊秀著 1985年6月 四六判 \2,200 9784642050036
吉川弘文館 淀君 桑田忠親著 1985年6月 四六判 \1,500 9784642050043
吉川弘文館 福沢諭吉 会田倉吉著 1985年6月 四六判 \1,900 9784642050050
吉川弘文館 西郷隆盛 田中惣五郎著 1985年8月 四六判 \2,200 9784642050111
吉川弘文館 伊達政宗 小林清治著 1985年9月 四六判 \1,900 9784642050135
吉川弘文館 日蓮 大野達之助著 1985年10月 四六判 \1,900 9784642050159
吉川弘文館 井伊直弼 吉田常吉著 1985年10月 四六判 \2,300 9784642050166
吉川弘文館 武田信玄 奥野高広著 1985年12月 四六判 \2,000 9784642050210
吉川弘文館 明智光秀 高柳光寿著 1986年2月 四六判 \2,100 9784642050272
吉川弘文館 清沢満之 吉田久一著 1986年4月 四六判 \2,000 9784642050357
吉川弘文館 蓮如 笠原一男著 1986年8月 四六判 \2,100 9784642050487
吉川弘文館 栄西 多賀宗隼著 1986年10月 四六判 \2,100 9784642050548
吉川弘文館 山県有朋 藤村道生著 1986年11月 四六判 \2,000 9784642050593
吉川弘文館 勝海舟 石井　孝　著 1986年12月 四六判 \2,000 9784642050623
吉川弘文館 山内容堂 平尾道雄著 1987年3月 四六判 \2,000 9784642050708
吉川弘文館 佐久間象山 大平喜間多著 1987年9月 四六判 \1,700 9784642050920
吉川弘文館 黒田清隆 井黒弥太郎著 1987年12月 四六判 \2,100 9784642050999
吉川弘文館 長宗我部元親 山本　大著 1988年1月 四六判 \2,100 9784642051033
吉川弘文館 ザヴィエル 吉田小五郎著 1988年5月 四六判 \1,600 9784642051156
吉川弘文館 最澄 田村晃祐著 1988年2月 四六判 \2,000 9784642051194
吉川弘文館 法然 田村圓澄著 1988年6月 四六判 \2,000 9784642051200
吉川弘文館 明恵 田中久夫著 1988年8月 四六判 \2,000 9784642051262
吉川弘文館 前田利家 岩沢愿彦著 1988年10月 四六判 \2,200 9784642051330
吉川弘文館 石田三成 今井林太郎著 1988年12月 四六判 \2,000 9784642051422
吉川弘文館 鑑真 安藤更正著 1989年2月 四六判 \1,900 9784642051446
吉川弘文館 円仁 佐伯有清著 1989年3月 四六判 \2,200 9784642051583
吉川弘文館 円珍 佐伯有清著 1990年7月 四六判 \2,100 9784642051927
吉川弘文館 島津斉彬 芳　即正著 1993年11月 四六判 \1,900 9784642051972
吉川弘文館 秋山真之 田中宏巳著 2004年9月 四六判 \2,000 9784642052306
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吉川弘文館 河野広中 長井純市著 2009年5月 四六判 \2,000 9784642052511
吉川弘文館 65)（聖徳太子）の誕生 大山誠一著 1999年5月 四六判 \1,700 9784642054652
吉川弘文館 178)古代の蝦夷と城柵 熊谷公男著 2004年7月 四六判 \1,700 9784642055789
吉川弘文館 217)戒名のはなし 藤井正雄著 2006年10月 四六判 \1,700 9784642056175
吉川弘文館 222)鉄道忌避伝説の謎 青木栄一著 2006年12月 四六判 \1,700 9784642056229
吉川弘文館 224)平安京のニオイ 安田政彦著 2007年2月 四六判 \1,700 9784642056243
吉川弘文館 229)古事記のひみつ 三浦佑之著 2007年4月 四六判 \1,700 9784642056298
吉川弘文館 232)検証　本能寺の変 谷口克広著 2007年5月 四六判 \1,800 9784642056328
吉川弘文館 234)源氏と坂東武士 野口　実著 2007年7月 四六判 \1,700 9784642056342
吉川弘文館 242)古代の皇位継承 遠山美都男著 2007年11月 四六判 \1,700 9784642056427
吉川弘文館 245)日本料理の歴史 熊倉功夫著 2007年12月 四六判 \1,700 9784642056458
吉川弘文館 251)古代インド文明の謎 堀　晄著 2008年3月 四六判 \1,700 9784642056519
吉川弘文館 257)江戸の武家名鑑 藤實久美子著 2008年6月 四六判 \1,700 9784642056571
吉川弘文館 264)中世の巨大地震 矢田俊文著 2009年1月 四六判 \1,700 9784642056649
吉川弘文館 265)中世の借金事情 井原今朝男著 2009年1月 四六判 \1,700 9784642056656
吉川弘文館 272)足利尊氏と直義 峰岸純夫著 2009年6月 四六判 \1,700 9784642056724
吉川弘文館 273)エミシ・エゾからアイヌへ 児島恭子著 2009年6月 四六判 \1,700 9784642056731
吉川弘文館 274）北政所と淀殿 小和田哲男著 2009年6月 四六判 \1,700 9784642056748
吉川弘文館 275)沖縄戦　強制された「集団自決」 林　博史著 2009年6月 四六判 \1,800 9784642056755
吉川弘文館 277)吾妻鏡の謎 奥富敬之著 2009年8月 四六判 \1,700 9784642056779
吉川弘文館 278)江戸の文人サロン 揖斐　高著 2009年9月 四六判 \1,700 9784642056786
吉川弘文館 281)自由民権運動の系譜 稲田雅洋著 2009年10月 四六判 \1,700 9784642056816
吉川弘文館 282)大名行列を解剖する 根岸茂夫著 2009年11月 四六判 \1,700 9784642056823
吉川弘文館 286)江戸幕府の日本地図 川村博忠著 2010年1月 四六判 \1,700 9784642056861
吉川弘文館 ②横井小楠と松平春獄 高木不二著 2005年2月 四六判 \2,600 9784642062824
吉川弘文館 ⑤岩倉具視 佐々木克著 2006年2月 四六判 \2,500 9784642062855
吉川弘文館 ⑦高杉晋作と奇兵隊 青山忠正著 2007年1月 四六判 \2,500 9784642062879
吉川弘文館 ⑧木戸孝允 松尾正人著 2007年2月 四六判 \2,600 9784642062886
吉川弘文館 ③蝦夷と東北戦争 鈴木拓也著 2008年12月 四六判 \2,500 9784642063135
吉川弘文館 ⑤東北の争乱と奥州合戦 関　幸彦著 2006年11月 四六判 \2,500 9784642063159
吉川弘文館 ⑥源平の争乱 上杉和彦著 2007年3月 四六判 \2,500 9784642063166
吉川弘文館 ⑩東国の戦国合戦 市村高男著 2009年1月 四六判 \2,500 9784642063203
吉川弘文館 ⑬信長の天下布武への道 谷口克広著 2006年12月 四六判 \2,500 9784642063234
吉川弘文館 ⑰関ヶ原合戦と大坂の陣 笠谷和比古著 2007年11月 四六判 \2,500 9784642063272
吉川弘文館 ⑱戊辰戦争 保谷　徹著 2007年12月 四六判 \2,500 9784642063289
吉川弘文館 ⑳世界史の中の日露戦争 山田　朗著 2009年4月 四六判 \2,500 9784642063302
吉川弘文館 23)アジア・太平洋戦争 吉田　裕・森　茂樹著 2007年8月 四六判 \2,500 9784642063333
吉川弘文館 ｾ)田村麻呂と阿弖流為 新野直吉著 2007年10月 四六判 \1,800 9784642063401
吉川弘文館 ｾ)古代東北史の人々 新野直吉著 2009年9月 四六判 \1,900 9784642063548
吉川弘文館 日本女性史 脇田晴子・林　玲子・永原和1987年8月 四六判 \2,200 9784642072670
吉川弘文館 日本キリスト教史 五野井隆史著 1990年9月 四六判 \3,200 9784642072878
吉川弘文館 古文書入門ハンドブック 飯倉晴武著 1993年12月 四六判 \2,500 9784642074094
吉川弘文館 古代東北と律令法 虎尾俊哉著 1995年6月 四六判 \2,500 9784642074643
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吉川弘文館 有識故実図典 鈴木敬三著 2003年4月 Ａ５判 \2,800 9784642074674
吉川弘文館 概論日本歴史 佐々木･佐藤・中島・藤田ほか編 2004年2月 A５判 \1,900 9784642077101
吉川弘文館 満州国 塚瀬　進著 1998年12月 四六判 \2,300 9784642077521
吉川弘文館 室町絵巻の魔力 髙岸　輝著 2008年9月 Ａ５判 \3,800 9784642079068
吉川弘文館 明治版画史 岩切信一郎著 2009年8月 A５判 \6,000 9784642079105
吉川弘文館 死者たちの中世 勝田　至著 2003年7月 四六判 \2,800 9784642079204
吉川弘文館 江戸時代論 佐々木潤之介著 2005年9月 四六判 \3,000 9784642079457
吉川弘文館 日本住居史 小沢朝江・水沼淑子著 2006年3月 四六判 \3,800 9784642079471
吉川弘文館 日本軍事史 高橋・山田・保谷・一ノ瀬著 2006年2月 四六判 \4,000 9784642079532
吉川弘文館 日本医療史 新村　拓編 2006年8月 四六判 \3,500 9784642079600
吉川弘文館 呪いの都　平安京 繁田信一著 2006年9月 四六判 \2,300 9784642079624
吉川弘文館 日本災害史 北原糸子編 2006年10月 四六判 \4,200 9784642079686
吉川弘文館 吾妻鏡必携 関　幸彦・野口　実著 2008年9月 四六判 \3,600 9784642079914
吉川弘文館 よくわかる古文書教室 佐藤孝之監修 2008年10月 Ａ５判 \2,400 9784642079945
吉川弘文館 人物で読む近代日本外交史 佐道明広・小宮一夫・服部 2009年1月 四六判 \2,800 9784642079976
吉川弘文館 人物で読む現代日本外交史 佐道明広・小宮一夫・服部 2008年12月 四六判 \2,800 9784642079983
吉川弘文館 お葬式 新谷尚紀著 2009年2月 四六判 \1,500 9784642079990
吉川弘文館 満鉄を知るための十二章 天野博之著 2009年3月 四六判 \3,000 9784642080217
吉川弘文館 日本食物史 江原・石川・東四柳著 2009年7月 四六判 \4,000 9784642080231
吉川弘文館 日本の民俗学 福田アジオ著 2009年10月 四六判 \3,300 9784642080248
吉川弘文館 描かれた戦国の京都 小島道裕著 2009年10月 Ａ５判 \2,200 9784642080255
吉川弘文館 図説　日本民俗学 福田・古家・上野・倉石・高 2009年11月 Ａ５判 \2,600 9784642080279
吉川弘文館 武士と大名の古文書入門 新井敦史著 2009年10月 Ａ５判 \2,400 9784642080286
吉川弘文館 水洗トイレは古代にもあった 黒崎　直著 2009年11月 Ａ５判 \1,900 9784642080309
吉川弘文館 日本衣服史 増田美子編 2010年2月 四六判 \4,000 9784642080316
吉川弘文館 平等院鳳凰堂 冨島義幸著 2010年2月 Ａ５判 \3,000 9784642080323
吉川弘文館 日本史年表・地図(2010年版) 児玉幸多編 2010年4月 Ｂ５判 \1,300 9784642095129
吉川弘文館 世界史年表・地図(2010年版) 亀井高孝・三上次男・林健 2010年4月 Ｂ５判 \1,400 9784642095136
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