
歴史書懇話会新刊情報 　　 ５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→同成社・吉田宛(ＦＡＸ:０３－３２３９－１４６６) 2010.6.7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
日本史 青木書店 由緒の比較史 歴史学研究会 四六 4,500 5月27日 委託 現代史 9784250210129 ×
文化史 明石書店 横浜150年の歴史と現在 横浜開港資料館編 四六 2,000 5月21日 委託 9784780531997 ×
歴史一般 明石書店 豊臣・徳川時代と朝鮮 貫井　正之著 四六 4,800 5月24日 委託 9784750332062 ×
歴史一般 明石書店 日韓で考える歴史教育 二谷　貞夫　研究代表 四六 2,600 5月26日 委託 9784750332024 ×
日本史 校倉書房 江戸幕府の対外政策と沿岸警備 松尾晋一著 A5 9,000 5月27日 注文 9784751742105 ×
考古学 学生社 旧石器時代の日本列島史 安蒜政雄著 Ａ５ 3,800 5月20日 委託 旧石器 9784311300745 ×
日本史 柏書房 日本人と参勤交代 Ｃ・ヴァポリス著 A5 4,800 5月21日 委託 江戸時代 9784760138203 X
文化史 柏書房 日本の生活環境文化大事典 日本民俗建築学会編 B5 15,000 5月21日 注文 民俗学 9784760138180 ○
日本史 柏書房 日本人とは何か―考古学がいま語れること 安斎正人著 四六 2,600 5月28日 委託 考古学 9784760138203 X
文化史 汲古書院 清末のキリスト教と国際関係 佐藤公彦 Ａ5 12,000 5月20日 注文 義和団 9784762925894 ○
文化史 汲古書院 日本宋史研究の現状と課題 遠藤・平田・浅見 Ａ5 7,000 5月28日 注文 研究史 9784762928772 ○
史料 思文閣出版 花園院宸記　第十九回配本 宮内庁書陵部編 巻子本 360,000 見本搬入無 注文 複製・日記 9784784215218 ×
思想史 思文閣出版 太子信仰と天神信仰 武田佐知子編 Ａ5 6,500 5月25日 返条付 宗教・信仰史 9784784214730 ○
中世史 思文閣出版 京都の都市共同体と権力 仁木宏著 Ａ5 6,300 5月25日 返条付 京都・都市 9784784215188 ○
古代史 思文閣出版 奈良朝人物列伝 林陸朗著 Ａ5 7,000 5月27日 返条付 続日本紀 9784784215171 ○
日本史 新人物往来社 泣ける！戦国秘話　城と姫 楠戸義昭 Ａ５ 1,600 5月17日 委託 戦国 9784404038579 ×
日本史 新人物往来社 戦国武将　変わり兜図鑑 須藤茂樹 Ａ５ 1,800 5月17日 委託 戦国 9784404038586 ×
日本史 新人物往来社 密行　最後の伴天連シドッティ 古居智子 四六 1,800 5月17日 委託 伝記 9784404038562 ×
日本史 新人物往来社 幕末維新大人名事典 安岡昭男 Ａ５ 56,000 5月17日 3延 幕末 9784404037640 ○
日本史 新人物往来社 日本史有名人の臨終図鑑 篠田達明 Ａ５ 1,200 5月6日 委託 伝記 9784404038593 ×
日本史 新人物往来社 童門冬ニの堂々！人物伝 童門冬ニ 四六 1,500 5月6日 委託 伝記 9784404038548 ×
文化史 東京大学出版会 伝統都市１　イデア 吉田・伊藤編 Ａ5 4,800 5月26日 委託 都市史 9784130251310 ○
文化史 東京大学出版会 伝統都市2　権力とヘゲモニー 吉田・伊藤編 Ａ5 4,800 5月26日 委託 都市史 9784130251327 ○
歴史一般 東京大学出版会 史学概論 遅塚忠躬著 Ａ5 6,800 5月20日 委託 歴史学とは？ 9784130211000 ○
日本史 東京大学出版会 中世東国の道と城館 齊藤慎一著 Ａ5 8,600 5月26日 委託 中世史 9784130201476 ○
日本史 東京堂出版 戦国遺文　房総編　第１巻 黒田基樹ほか編 A5 17,000 5月19日 定期委託 史料集 9784490306743 ○
日本史 東京堂出版 歴史から読む『土佐日記』 木村茂光編 四六 2,400 5月19日 委託 歴史と古典 9784490207019 ○
日本史 東京堂出版 歴博フォーラム②占領下の民衆生活 歴民博+原山浩介編 A5 3,000 5月20日 委託 戦後史 9784490206944 -
日本史 東京堂出版 古記録による13世紀の天候記録 水越允治編 A4 35,000 5月25日 注文 史料 9784490207002 ○
日本史 東京堂出版 史林　第93集　第3号 史学研究会編 A5 1,143 5月25日 定期注文 専門誌 9784490306644 ×
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西洋史 刀水書房 百年戦争 城戸 毅著 四六 3,000 5月21日 委託 初の本格的通 9784887083790 ○
考古学 同成社 新羅考古学研究 早乙女雅博 A5 7,000 5月11日 注文返条 朝鮮考古 9784886215147
考古学 同成社 山岳信仰と考古学　Ⅱ 山の考古学会 A5 9,000 5月21日 注文返条 山岳信仰 9784886215215
考古学 同成社 縄文文化の輪郭ー縄文時代の考古学１ 設楽博己他編 B5 5,000 5月21日 委託 縄文 9784886215086
考古学 同成社 発掘調査のてびき 文化庁監修 B5 5,000 5月24日 注文返条 考古学必備 9784886215253 ○
日本史 同成社 児玉秀雄関係文書　Ⅰ 尚友倶楽部編 Ａ5      7,500 5月31日 注文返条 満州国関連9784886214291
日本史 塙書房 鉄製武器の流通と初期国家形成 豊島直博著 B5 11,000 5月21日 注文 古代史 9784827312348 ×
日本史 法藏館 大系真宗史料 文書記録編12 石山合大桑 斉編 A5 9,500 5月28日 注文 真宗 9784831850713 ○
日本史 法藏館 仏説天地八陽神呪経一巻 トルコ語訳の研小田壽典著 B5 20,000 5月31日 注文 仏教 9784831872821 ○
日本史 法藏館 増補改訂 法然遺文の基礎的研究中野正明著 A5 15,000 5月22日 注文 仏教 9784831860552 ○
考古学 ミネルヴァ書房 よくわかる考古学 松藤和人・門田誠一編著 Ｂ５ 3,000 5月20日 委託 考古学 9784623055630 ○
日本史 ミネルヴァ書房 日本の歴史 藤井譲治・伊藤之雄編著 Ａ５ 2,800 5月20日 委託 通史 9784623055913 ○
伝記 ミネルヴァ書房 西周 清水多吉 四六 2,800 5月10日 委託 啓蒙思想家 9784623057740 ○
世界史 ミネルヴァ書房 歴史の場 若尾祐司・和田光弘編著 Ａ５ 6,500 5月20日 委託 史跡・記念碑 9784623057344 ○
日本史 山川出版社 26源頼朝（日本史リブレット人） 高橋典幸 Ａ５変 800 5月24日 委託 源頼朝 9784634548268 ○
日本史 山川出版社 94原 敬（日本史リブレット人） 季武嘉也 Ａ５変 800 5月24日 委託 原敬 9784634548947 ○
世界史 山川出版社 115ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命と複合国家（世界史リブレット） 岩井淳 Ａ５変 729 5月24日 委託 ピューリタン革命 9784634349537
世界史 山川出版社 ６新月の夜も十字架は輝く（イスラームを知る） 菅瀬晶子 Ａ５ 1,200 5月31日 委託 イスラーム 9784634474666 ○
世界史 山川出版社 ７イスラームへの回帰（イスラームを知る） 松本まゆみ Ａ５ 1,200 5月31日 委託 イスラーム 9784634474673 ○
世界史 山川出版社 ６中世ヨーロッパの教会と俗世（山川ﾚｸﾁｬｰｽﾞ） ﾌﾗﾝﾂ=ﾖｰｾﾞﾌ・ﾌｪﾙﾃﾝ Ａ５ 1,500 5月31日 委託 中世ヨーロッ9784634475069
世界史 山川出版社 ７グローバル化と銀（山川ﾚｸﾁｬｰｽﾞ） ﾃﾞﾆｽ・ﾌﾘﾝ Ａ５ 1,500 5月31日 委託 銀 9784634475076
世界史 山川出版社 ｢三国志｣の女性たち 渡邉義浩・仙石知子 四六 1,900 5月31日 委託 三国志 9784634640511
世界史 山川出版社 古代地中海世界のダイナミズム 桜井万里子・師尾晶子編 Ａ５ 7,000 5月31日 注文 古代地中海9784634672192
古代史 吉川弘文館 平安宮廷の儀礼文化 末松　剛 著 Ａ５ 11,000 5月20日 委託 儀礼、有職故実 9784642024754 ○
民俗 吉川弘文館 放鷹 新装版 宮内省式部職 編 菊判 20,000 5月26日 注文 鷹狩 9784642081931 ○
伝記 吉川弘文館 山本五十六（人物叢書264） 田中　宏巳 著 四六 2,100 5月26日 委託 海軍、太平洋戦争 9784642052573 ○
近代史 吉川弘文館 明治維新の再発見（歴史文化セレクショ

ン）
毛利　敏彦 著 四六 1,900 5月17日 委託 明治維新 9784642063623 ○

古代史 吉川弘文館 古代壁画の世界（歴史文化ライブラリー
297)

百橋　明穂 著 四六 1,700 5月20日 委託
高松塚・キトラ・
法隆寺 9784642056977 ○

近代史 吉川弘文館 博覧会と明治の日本（歴史文化ライブラ
リー298)

國　雄行 著 四六 1,700 5月20日 委託 万国博覧会 9784642056984 ○

近世史 吉川弘文館 江戸の都市と文化(史跡で読む日本の歴史
9)

岩淵　令治 編 四六 2,800 5月20日 委託 江戸考古学9784642064170 ○

古代史 吉川弘文館
東アジア世界の成立(日本の対外関係
１)

 石井　正敏 他編 Ａ５ 5,500 5月24日 委託
縄文・弥生から
6世紀 9784642017015 ○

学会誌 吉川弘文館 古文書研究　69 日本古文書学会編 B5 3,800 5月31日 委託 9784642087650 ○

近代史 吉川弘文館 満洲国のビジュアル・メディア
ポスター・絵はがき・切手

貴志　俊彦 著 Ａ５ 2,800 5月27日 委託 満洲国、切手 9784642080361 ○

考古学 吉川弘文館 日本考古学年報　61 日本考古学協会編 B5 4,000 5月20日 注文 発掘情報 9784642093200 ○
雑誌 吉川弘文館 日本考古学　29号 日本考古学協会編 A４ 4,000 5月20日 注文 学会誌 9784642091046 ○
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