
歴史書懇話会新刊情報 　　 4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→刀水書房・中村宛(ＦＡＸ:０３－３２６１－２２３４) 2010.5.5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
東洋史 青木書店 抵抗の韓国社会思想 水野邦彦 四六 2,300 4月15日 委託 韓国現代史 9784250210068 ×
古代史 青木書店 講座日本の考古学1巻 稲田孝司ほか Ａ5 7,000 4月15日 委託 考古学 9784250210075 ○
歴史学 明石書店 トランスナショナル・ネーション　アメリカ合衆国の歴史 藤本茂生訳 A5 3,100 4月30日 委託 アメリカ 9784750331935 ×
歴史・社会 明石書店 南アフリカを知るための60章 峯　陽一編 四六 2,000 4月12日 委託 アフリカ 9784750331836 ×
ジェンダー史明石書店 生活と福祉 赤阪俊一編 A5 4,800 4月12日 委託 女性 9784750331706 ×
日本史 校倉書房 深谷克己近世史論集　第５巻 深谷克己著 A5 10,000 4月21日 注文 9784751742006 ○
文化史 柏書房 季刊　東北学　第23号 東北芸術工科大学東 A5 1,995 4月23日 委託 民俗学 9784760138401 Ｘ
文化史 柏書房 猫と魔術と神話事典 Ｍ・Ｏ・ハウイ 四六 2,500 4月5日 委託 猫 9784760136636 Ｘ
文化史 柏書房 社会主義の心理学 Ｈ・ド・マン A5 3,800 4月5日 委託 思想史 9784760137947 Ｘ
日本史 柏書房 平城京一三〇〇年「全検証」 渡辺晃宏 Ｂ5変 2,900 4月5日 委託 平城京 9784760137404 ○
中国思想 汲古書院 竹簡が語る古代中国思想（三） 浅野裕一編 四六 5,500 4月22日 注文 出土資料 9784762950513 ○
史料集 思文閣出版 御堂関白記全註釈 御堂御記抄/長徳４年～長保２山中裕編 A5 5,000 4月2日 注文 藤原道長 9784784215133 ○
技術史 思文閣出版 技術と文明　３１ 日本産業技術史学会 B5 2,000 4月2日 注文 雑誌 9784784215126 ×
近代史 思文閣出版 韓国「併合」前後の教育政策と日本 本間千景著 A5 5,600 4月2日 返条付 韓国・教育政策 9784784215102 ○
美術史 思文閣出版 応用美術思想導入の歴史 天貝義教著　 A5 7,500 4月6日 返条付 美術史 9784784215058 ○
比較文化 思文閣出版 武士と騎士 小島道裕編 A5 9,000 4月6日 返条付 日・仏比較研究 9784784215072 ○
比較文学 思文閣出版 漱石文学の水脈 坂元昌樹他編 四六 2,800 4月8日 返条付 比較文学 9784784215065 ○
史料集 思文閣出版 江月宗玩　欠伸稿訳注　坤 芳澤勝弘編著 A5 9,500 4月15日 注文 禅宗語録 9784784215157 ○
比較文化 思文閣出版 1920年代東アジアの文化交流 川本皓嗣・上垣外憲一 A5 2,800 4月27日 返条付 比較文学 9784784215089 ○
伝記 新人物往来社 新装普及版　武市半平太 松岡　司 四六 1,600 4月9日 委託 幕末 9784404038425 ×
世界史 新人物往来社 「ロスト・シンボル」がよくわかる　フリーメイソンと秘密結社の謎 インターノーツ 四六 1,600 4月9日 委託 世界史 9784404038449 ×
世界史 新人物往来社 王妃　マリー・アントワネット 新人物往来社 Ａ５ 1,800 4月21日 委託 世界史 9784404038470 ×
文化史 東京大学出版会 近現代日本経済史要覧　補訂版 三和・原編 B5 2,800 4月9日 委託 経済史 9784130421362 ○
文化史 東京堂出版 能楽史年表　近世編　下巻 鈴木正人編 A5 15,000 4月2日 注文 能楽 9784490206715 ○
文芸一般 東京堂出版 現代俳句の鑑賞事典 宇田・黒田監修 A5 2,800 4月19日 委託 俳句 9784490107791 ○
世界史 刀水書房 チベット諸族の歴史と東アジア世界 川勝 守 Ａ５ 15,000 4月22日 注文 チベット研究最前9784887083899 ○
文化史 同成社 和紙の未来ー若狭湾沿岸地域総合講座敦賀短期大学B5変形 520 4月5日 注文 郷土史 9784886215208
地理 同成社 都市の景観と文化 文化庁文化財部記念 Ｂ５ 3,500 4月23日 委託 都市 9784886215048
考古学 同成社 世界遺産　縄文遺跡 小林達雄編著 Ｂ５ 1,300 4月27日 委託 縄文 9784886214980
考古学 同成社 民族考古学と縄文の耳飾り 高山純著 A５ 6,090 4月27日 注文 縄文 9784886215062
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日本史 同成社 日本中近世移行論 池享 A５ 7,000 4月28日 注文 中世 9784886215116
考古学 同成社 縄文の漆ーものが語る歴史 岡村道雄 　A５ 3,800 4月19日 委託 漆 9784886215031
日本史 同成社 江戸の自然災害ー江戸時代史叢書 野中一夫編 A5 2,800 4月14日 委託 自然災害 ９７８４８８６２１５１８５

考古学 同成社 樺崎寺ー日本の遺跡４１ 大澤伸啓著 四六 1,800 4月14日 委託 足利 9784886215178
日本史 塙書房 音感万葉集 近藤信義著 新書 1,200 4月19日 委託 万葉集 978482734082 ×
日本史 塙書房 天平の渤海交流 もうひとつの遣唐使藤井一二著 B5 2,300 4月5日 委託 日本史・東洋史 9784827331103 ×
日本史 法藏館 老いて出会うありがたさ 圓日成道著 四六 1,000 4月20日 委託 真宗 9784831889768
日本史 法藏館 現代親鸞入門 信楽峻麿著 四六 1,900 4月20日 委託 真宗 9784831889973
日本史 法藏館 歎異抄講義（下） 三明智彰著 A5 3,200 4月10日 注文 真宗 9784831838377
日本史 法藏館 大無量寿経講義 第三巻 人間成就の仏道本多弘之著 A5 9,000 4月30日 注文 真宗 9784831833938
日本史 法藏館 儀礼の力 ﾙﾁｱ・ﾄﾞﾙﾁｪ A5 5,000 4月20日 注文 宗教 9784831876706
日本史 法藏館 道元禅師のことば『修証義』入門 有福孝岳著 四六 2,000 4月15日 委託 曹洞宗 9784831871091
日本史 法藏館 科学時代における人間と宗教 武田龍精先生退職記 A5 9,000 4月28日 注文 宗教 9784831824417
世界史 ミネルヴァ書房文明の作法 木村敏道 A5 6,500 4月23日 委託 文明 9784623056316 ○
日本史 山川出版社 闘諍と鎮魂の中世 鈴木哲・関幸彦著 四六 2,200 4月15日 委託 闘諍、鎮魂 9784634150065
日本史 山川出版社 2倭の五王（日本史リブレット人） 森公章 Ａ５変 800 4月15日 委託 倭の五王 9784634548022 ○
日本史 山川出版社 57伊能忠敬（日本史リブレット人） 星埜由尚 Ａ５変 800 4月15日 委託 伊能忠敬 9784634548572 ○
政治経済 山川出版社 もういちど読む山川政治経済 山崎広明 Ａ５ 1,500 4月20日 委託 政治経済 9784634590670
レファレンス 吉川弘文館 古事類苑新仮名索引 倉本 一宏編 A5 13,000 4月27日 委託 古事類苑 9784642014564 ○
辞典 吉川弘文館 京都古社寺辞典 吉川弘文館編集部 編 四六 3,000 4月28日 委託 京都 9784642080347 ○
近代史 吉川弘文館 事典 有名人の死亡診断 近代編 服部 敏良 著 四六 2,500 4月28日 委託 死因 9784642080354 ○
近代史 吉川弘文館 日本開国史（歴史文化セレクション） 石井 孝 著 四六 2,800 4月15日 委託 幕末・名著 9784642063616 ○
中世史 吉川弘文館 細川家文書　中世編　（永青文庫叢書） 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター A4 16,000 4月23日 注文 古文書・織田信長 9784642014113 ○

古代史 吉川弘文館 平安の都市と文化
(史跡で読む日本の歴史 5)

増渕 徹 編 四六 2,800 4月20日 委託 平安京 9784642064132 ○

中世史 吉川弘文館 鎌倉大仏の謎
（歴史文化ライブラリー295)

塩澤 寛樹 著 四六 1,800 4月20日 委託 鎌倉 9784642056953 ○

近代史 吉川弘文館 昭和天皇側近たちの戦争
（歴史文化ライブラリー296)

茶谷 誠一 著 四六 1,700 4月20日 委託 昭和天皇 9784642056960 ○

近代史 吉川弘文館 近代日本社会と公娼制度 小野沢 あかね 著 A5 9,000 4月23日 委託 娼婦 9784642037938 ○
学会誌 吉川弘文館 鎌倉遺文研究　第25号 鎌倉遺文研究会編 A5 2,000 4月20日 注文 鎌倉遺文 9784642092708 ○
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