
歴史書懇話会新刊情報 　　 ３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→東京堂出版・馬場宛(ＦＡＸ:０３－３２３３－３７４６) 2010.4.8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 アメリカジェンダ－史研究入門 有賀夏紀ほか編 Ａ5 3,500 3月12日 委託 アメリカ女性史 9784250210044 ×
歴史一般 明石書店 近代日本の植民地統治における国籍と戸籍 遠藤正敬著 Ａ5 6,800 3月17日 委託 東アジア 9784750331638 ×
歴史・社会明石書店 セネガルとカーボベルデを知るための60章 小川了編著 四六 2,000 3月23日 委託 エリア・スタディーズ 9784750331553 ×
歴史一般 明石書店 アラブ経済史 山口直彦著 四六 5,800 3月8日 委託 世界歴史叢書 9784750331546 ×
日本史 校倉書房 日本中世社会成立史論 守田逸人著 A5 9,000 3月29日 委託 9784751741900 ×
日本史 柏書房 そうだったのか江戸時代 油井宏子 A5 1,800 3月4日 委託 江戸時代 9784760137954 X
文化史 柏書房 婆のいざない　地域学へ 赤坂憲雄 A5 2,500 3月4日 委託 民俗学 9784760138036 X
文化史 柏書房 ゼロからわかる核密約 石井修 四六 1,600 3月12日 委託 日本政治史 9784760137954 X
中国史 汲古書院 中国天文学史研究 小沢賢二著 A5 9,000 3月11日 注文 天文学 9784762928727 ○
中国史 汲古書院 秦漢律令研究 廣瀬薫雄著 A5 11,000 3月11日 注文 中国古代律令 9784762925870 ○
日本史 汲古書院 令義解の受容と研究 荊木美行著 A5 6,000 3月11日 注文 律令 9784762942075 ○
中国史 汲古書院 伝統中国判牘資料目録 三木・山本・高橋 B5 5,000 3月18日 注文 裁判記録 9784762912221 ○
日本史 思文閣出版 北垣国道日記「塵海」         塵海研究会編 A5 9,800 3月2日 注文 近代史・日記 9784784214990 ○
日本史 思文閣出版 中世京都の空間構造と礼節体系 桃崎有一郎著 A5 7,200 3月4日 注文 礼節・空間 9784784215027 ○
日本史 思文閣出版 明治期における不敬事件の研究 小股憲明著 B5 13,000 3月9日 注文 天皇・不敬問題 9784784215010 ○
日本史 思文閣出版 知の伝達メディアの歴史研究 辻本雅史編　 A5 5,700 3月16日 注文 メディア・教育史 9784784215003 ○
思想史 思文閣出版 増補改訂　西村茂樹全集　第１０巻日本弘道会編 A5 16,500 3月18日 注文 道徳論・思想史 9784784215041 ○
美術 思文閣出版 金鯱叢書　第３６輯 徳川黎明会編 B5 9,000 3月25日 注文 美術論集 9784784215119 ○
伝記 新人物往来社 詳細図説 家康記 小和田哲男 四六 1,500 3月5日 委託 中世 9784404038289 ×
文化史 新人物往来社 謎多き神 八幡様のすべて 田中恆清 四六 1,800 3月5日 委託 宗教史 9784404038296 ×
日本史 新人物往来社 楽しく読める 江戸考証読本（四）　 稲垣史生 四六 1,500 3月15日 委託 江戸 9784404038272 ×
日本史 新人物往来社 総図解 よくわかる 古代史 滝音能之 四六 1,400 3月15日 委託 古代 9784404038302 ×
日本史 新人物往来社 偽金造りと明治維新 徳永和喜 四六 2,200 3月15日 委託 江戸 9784404038319 ×
伝記 新人物往来社 原色再現 江戸大名家 藩祖の肖像画 佐々悦久 A5 1,500 3月15日 委託 肖像集 9784404038340 ×
文化史 東京大学出版会 福澤諭吉と陳独秀 周程著 A5 8,200 3月18日 委託 思想史 9784130160308 ○
文化史 東京堂出版 連歌辞典 広木一人編 四六 3,200 3月4日 委託 中世文学の粋 9784490107784 ○
日本史 東京堂出版 歴博フォーラム　戦争と平和 国立歴史民俗博物館 A5 3,000 3月15日 委託 現代史 9784490206937 -
文化史 東京堂出版 コモンズと文化 山田奨治編 A5 2,800 3月15日 委託 著作権 9784490206883 -
文化史 東京堂出版 インドネシア芸能への招待 皆川厚一編 四六 1,800 3月16日 委託 民族芸能 9784490206890 ○
歴史一般 東京堂出版 史林　第93巻　第2号 史学研究会編 A5 1,143 3月18日 注文 学術誌 9784490306637 ×



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
日本史 東京堂出版 近代日本のなかの「韓国併合」 安田常雄・趙景達編 A5 2,000 3月26日 委託 韓国併合100年 9784490206920 -
世界史 刀水書房 森と川　（世界史の鏡　環境9） 池上俊一 四六 1,600 3月15日 委託 中世人の見た世界9784887085077 ×
日本史 刀水書房 飢饉・市場経済・村落社会 長谷部・高橋・山内編 Ａ５ 3,800 3月29日 委託 餓死が無かった 9784887083875 ○
考古学 同成社 土器から見る縄文人の生態 今村啓爾 Ｂ５ 12,000 3月3日 注文 縄文人 9784886215130
日本史 同成社 幕末譜代藩の政治行動 鈴木寿子 A５ 7,000 3月19日 注文 幕末 9784886215123
日本史 同成社 継体天皇と王統譜 前田晴人 四六 2,200 3月26日 　　委託 継体天皇 9784886215154
日本史 塙書房 江都督願文集注解（ゴウトトクガン山崎誠著 B5 24,000 3月12日 注文 9784827301144 ×
日本史 塙書房 国語派生語の語構成論的研究 蜂矢真郷著 A5 13,000 3月17日 注文 9784827301151 ×
日本史 法藏館 日本古代神　制度の形成と展開 三橋 正 A5 9,500 3月3日 注文 9784831873767
日本史 法藏館 近代火葬の民俗学 林 英一 A5 7,500 3月10日 注文 9784831862334
日本史 法藏館 近・現代真宗教学史研究序説 水島見一 A5 15,000 3月20日 注文 9784831876737
伝記 ミネルヴァ書房元明天皇・元正天皇 渡辺育子著 四六 2,800 3月10日 委託 女帝 9784623057214 ○
世界史 ミネルヴァ書房近代イラン知識人の系譜 佐野東生著 四六 3,800 3月10日 委託 タキーザーデ9784623057016 ○
日本史 ミネルヴァ書房会津という神話 田中　悟著 Ａ５ 6,500 3月10日 委託 戊辰戦争 9784623056361 ○
考古学 ミネルヴァ書房盗まれた神話 古田武彦著 四六 2,800 3月10日 委託 九州王朝 9784623051854 ○
日本史 山川出版社 17遊郭社会（年報都市史研究） 都市史研究会 Ｂ５ 3,695 3月1日 委託 遊郭 9784634527454 ○
日本史 山川出版社 山里の社会史（史学会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ） 吉田伸之 Ａ５ 4,400 3月1日 委託 史学会 9784634523579 ○
日本史 山川出版社 熊本県の歴史散歩 熊本県高等学校地歴・公民科研究会日本史部会編 B6変 1,200 3月1日 委託 熊本県 9784634246430
世界史 山川出版社 古代アメリカ文明（世界歴史の旅） 増田義郎・青山和夫 Ａ５ 2,800 3月1日 委託 古代アメリカ 9784634633742
世界史 山川出版社 ｶｼﾐｰﾙｼｮｰﾙ（ﾑｾﾞｵ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ） 道明三保子監修平山郁夫ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ美術館編 A５ 1,619 3月17日 委託 カシミール 9784634648258
世界史 山川出版社 95中国王朝の起源を探る（世界史リブレット） 竹内康浩 Ａ５変 729 3月17日 委託 中国王朝 9784634349339
世界史 山川出版社 三国志逍遥 中村愿・安野光雅絵 Ａ５ 1,900 3月19日 委託 三国志 9784634150058
中世史 吉川弘文館 戦国期の地域社会と権力 池　亨著 A５ 10,000 3月19日 委託 戦国・沼津 9784642028875 ○

世界史 吉川弘文館
肖像画の視線　源頼朝像から浮世絵ま
で　　　　　　　　　　（歴史文化セレクショ

宮島新一著 四六 2,800 3月15日 委託 頼朝象真贋論争 9784642063609

古代史 吉川弘文館 飛鳥時代 倭から日本へ 田村圓澄 著 四六 2,300 3月15日 委託 飛鳥 9784642080330

考古学 吉川弘文館 Ｏ脚だったかもしれない縄文人
（歴史文化ライブラリー293)

谷畑美帆著 四六 1,700 3月19日 委託 縄文・人骨 9784642056939 ○

古代史 吉川弘文館 邪馬台国の滅亡　大和王権の征服
戦争　　　　　　　　（歴史文化ライブラリー

若井　敏明 著 四六 1,700 3月19日 委託 邪馬台国 9784642056922 ○

古代史 吉川弘文館
史跡で読む日本の歴史 4
奈良の都と地方社会

佐藤　信編 四六 2,800 3月19日 委託 平城京 9784642064125 ○

学会誌 吉川弘文館 戦国史研究
戦国史研究会
編

A５ 667 3月25日 返条付 石川晴光／福島県 9784642092272

近代史 吉川弘文館 写真集　関東大震災 北原糸子編 A４ 12,000 3月26日 委託 関東大震災・復興８０年 9784642037945 ○

中世史 吉川弘文館 現代語訳　吾妻鏡　8 承久の乱 五味文彦・本郷和人編 四六 2,200 3月26日 委託
後鳥羽院・実朝・
北条義時・政子 9784642027151 ○

レファレンス 吉川弘文館 公家事典 橋本　政宣 編 菊 20,000 3月26日 返条付 公卿・系図 9784642014427 ○
史料 吉川弘文館 花押かがみ　⑧　南北朝時代　４ 東京大学史料編四六倍 6,200 3月31日 返条付 花押 9784642010245 ○


