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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
移民史 明石書店 ブラジル日本移民　百年の軌跡 丸山浩明編 Ａ5 4,500 7月27日 委託 日系ブラジル 9784750332376 ×
日本史 校倉書房 中世北方の政治と社会 大石直正著 四六 3,800 7月15日 委託 北奥史 9784751742303 ×
文化史 汲古書院 小中村清矩日記 大沼宜規編著 Ａ5 20,000 7月15日 注文 日記 9784762942068 ○
伝記 汲古書院 曹雪芹小伝 小山澄夫　訳 四六 6,000 7月22日 注文 紅楼夢 9784762950520
文化史 思文閣出版 追憶の記 芝田藤子　著 B5 2,000 7月6日 注文 芝田米三 9784784215195 ×
思想史 思文閣出版 般舟讃私講 大塚靈雲　著 Ａ5 3,500 7月13日 注文 浄土宗 9784784215300 ×
思想史 思文閣出版 ハンサムに生きる 本井康博　著 四六 1,900 7月13日 注文 新島襄 9784784215270 ×
日本史 新人物往来社 土門拳が封印した写真 倉田　耕一 四六 1,800 7月15日 委託 近現代史 9784404038807 ×
日本史 新人物往来社 中岡慎太郎 松岡　司 四六 1,700 7月15日 委託 幕末 9784404038838 ×
日本史 新人物往来社 物語　坂本龍馬を愛した８人の女 新人物往来社 四六 1,500 7月15日 委託 幕末 9784404038845 ×
日本史 新人物往来社 高杉晋作 古川　薫 四六 1,600 7月15日 委託 幕末 9784404038852 ×
日本史 新人物往来社 総図解 よくわかる日本の近現代史 倉山　満　編 四六 1,400 7月15日 委託 近現代史 9784404038869 ×
文化史 東京大学出版会 伝統都市3　インフラ 吉田・伊藤編 Ａ5 4,800 7月28日 委託 都市史 9784130251334 ○
近代史 東京堂出版 近代日中関係史人名辞典 中村　義ほか編 A5 15,000 7月16日 注文 日中関係 9784490107838 ○
日本史 東京堂出版 荘園史と荘園絵図 奥野中彦著 A5 6,000 7月16日 注文 荘園 9784490207071 ×
専門誌 東京堂出版 史林　第93巻　第4号 史学研究会編 A5 1,143 7月26日 定期 専門誌 9784490306651 ×

世界史 刀水書房 階級という言語―イングランド労働者
階級の政治社会史 1832-1982年

G．ステッドマン・
ジョーンズ著／
長谷川貴彦訳

A5 4,500 7月30日 委託 言語論的転回 9784887083905 ○

経済史 同成社 企業城下町の形成過程と日本的経営 松石泰彦著 A5 3,800 7月23日 返条付注文 釜石 9784886215321
世界史 法蔵館 大谷文書集成４ 小田義久編 A4 35,000 7月20日 注文 9784831872876 ○
歴史史料 法蔵館 石山寺資料叢書　史料篇第三 石山寺文化財綜合調査団編 A5横 16,000 7月30日 注文 9784831876812 ○
世界史 ミネルヴァ書房 幕末・明治日仏関係史 リチャード・シムズ 著 A5 6,500 7月16日 委託 日仏関係 9784623056040 ○
伝記 ミネルヴァ書房 三条天皇 倉本一宏著 四六 2,800 7月1日 委託 悲運 9784623057887 ○
世界史 山川出版社 新版　世界史のための人名辞典 水村光男 四六 1,500 7月12日 委託 人名辞典 9784634620148
世界史 山川出版社 121アフリカ植民地化と抵抗運動（世界史リブレット） 岡倉登志 Ａ５変 729 7月12日 委託 アフリカ 9784634349599
日本史 山川出版社 12古今著聞集（物語の舞台を歩く） 本郷恵子 四六 1,800 7月12日 委託 古今著聞集 9784634225206
日本史 山川出版社 49徳川綱吉（日本史リブレット人） 福田千鶴 Ａ５変 800 7月23日 委託 徳川綱吉 9784634548497 ○
日本史 山川出版社 70木戸孝允（日本史リブレット人） 一坂太郎 Ａ５変 800 7月23日 委託 木戸孝允 9784634548701 ○
日本史 山川出版社 石川県の歴史散歩 石川県の歴史散歩編集委員会 B6変 1,200 7月23日 委託 石川県 9784634246171 ○
世界史 山川出版社 上海時間旅行 佐野眞一ほか 菊５ 1,800 7月23日 委託 上海 9784634150072
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中世史 吉川弘文館 倭寇と「日本国王」（日本の対外関係４） 村井章介他編 Ａ５ 6,000 7月5日 委託 倭寇、室町の王権 9784642017046 ○
中世史 吉川弘文館 室町幕府軍制と展開 吉田賢司著 Ａ５ 13,000 7月5日 委託 将軍、武力 9784642028899 ○
古代史 吉川弘文館 平城京の時代（古代の都　２） 田辺 征夫・佐藤 信 編 四六 2,800 7月8日 委託 平城京、遷都1300年 9784642017046 ○
古代史 吉川弘文館 古代蝦夷を考える（歴史文化セレクション） 高橋富雄著 四六 2,300 7月15日 委託 エミシ、東北史 9784642063647 ○
史料集 吉川弘文館 浅草寺日記　30 浅草寺資料編纂所編 10,000 7月15日 注文 浅草寺 9784642032100

中世史 吉川弘文館 都市鎌倉の中世史
（歴史文化ライブラリー301)

秋山哲雄著 四六 1,700 7月20日 委託 吾妻鏡、武士の生活 9784642057011 ○

文化史 吉川弘文館 「国民歌」を唱和した時代
（歴史文化ライブラリー302)

戸ノ下達也著 四六 1,700 7月20日 委託
歌謡曲、歌と
政治 9784642057028 ○

近世史 吉川弘文館 身分のなかの女性
（ <江戸>の人と身分 4 ）

柳谷慶子・薮田實編 四六 3,000 7月20日 委託 江戸時代の女性 9784642065696 ○

中世史 吉川弘文館 アジアのなかの日本
（史跡で読む日本の歴史 8）

服部英雄著 四六 2,800 7月23日 委託 朝鮮、長崎、琉球 9784642064163 ○

近世史 吉川弘文館 古文書が語る地方史 佐藤孝之編 Ａ５ 2,800 7月30日 委託 江戸・古文書 9784642032100 ○


