
歴史書懇話会新刊情報 　　 ６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→塙書房・大和宛(ＦＡＸ:０３－３８１１－０６１７) 2010.7.7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 講座日本の考古学2巻旧石器時代下稲田孝司ほか A5 7,000 6月24日 委託 考古学 9784250210082 ○
文化史 明石書店 朝鮮通信史をもてなした料理 高正　晴子　著 四六 2,200 6月2日 委託 朝鮮通信史 9784750332147 ×
文化史 明石書店 漫画に描かれた日本帝国 韓相一著 Ａ5 3,800 6月21日 委託 東アジア 9784750332185 ×
日本史 校倉書房 深谷克己近世史論集　第６巻 深谷克己著 Ａ5 10,000 6月17日 注文 完結 9784751742204 ○
考古学 学生社 伊勢と出雲の神々 皇學館大学ほか著 Ａ5 3,200 6月14日 委託 神道 9784311300783 ×
文化史 汲古書院 鎌倉時代における法談聞書類の国語学的研究① 土井　光祐著 Ａ5 15,000 6月10日 注文 仏教儀礼 9784762935770 ○
文化史 汲古書院 風月機関と明清文学 小川　陽一著 Ａ5 4,000 6月24日 注文 中国の遊郭 9784762928796 ○
比較文学 思文閣出版 言語のあいだを読む 大澤吉博著　 Ａ5 9,000 6月22日 返条付 翻訳 9784784215249 ○
美術史 思文閣出版 尾陽　第６号 徳川美術館編 B5 3,000 6月24日 注文 徳川美術館 9784784215225 ×
宗教史 思文閣出版 一休派の結衆と史的展開の研究 矢内一磨著 Ａ5 7,800 6月29日 返条付 一休派 9784784215256 ○
日本史 新人物往来社 ギリシャ神話　神々の愛憎劇と世界の誕生 新人物往来社編 Ａ５ 1,800 6月15日 委託 西洋史 9784404038685 ×
日本史 新人物往来社 戦国最強の兵気図鑑　火縄銃・大筒・騎馬・鉄甲船の威力 桐野　作人 Ａ５ 1,800 6月15日 委託 戦国 9784404038692 ×
日本史 新人物往来社 これから先はどうなるか　日本近代史を読み直す 小林　英夫 四六 1,600 6月15日 委託 近現代史 9784404038708 ×
日本史 新人物往来社 復員・引揚げの研究　奇跡の生還と再生への道 田中　宏巳 四六 1,600 6月15日 委託 戦争 9784404037715 ×
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 ○
日本史 東京堂出版 江戸時代の古文書を読む　幕末の動乱 徳川林政史研究所監修 B5 2,400 6月9日 委託 シリーズ８冊目 9784490207040 ○
日本史 東京堂出版 戦国時代年表　後北条氏編 下山治久編 A5 15,000 6月21日 注文 戦国大名後北条氏 9784490207033 ○
古代史 同成社 天武・持統天皇と律令国家 森田悌著 Ａ5 5,000 6月22日 注文 天武・持統天皇 9784886215260
日本史 同成社 天皇と日本の近代 大濱徹也著 46 1,900 6月下旬 委託 天皇 9784886215000
近代史 同成社 日本の植民地支配と朝鮮農民 樋口雄一著 四六 予2,800 6月下旬 委託 朝鮮農民 9784886215246
日本史 塙書房 伊勢斎宮の祭祀と制度 榎村寛之著 A5 7,200 6月22日 委託 歴史、平安文学、宗教9784827312331 ×
日本史 塙書房 日本古代軍事構造の研究 野田嶺志著 A5 10,000 6月22日 注文 古代史 9784827312355 ×
日本仏教 法蔵館 目覚めれば弥陀の懐－小児科医が語る親鸞の教え 駒澤　勝著 四六判 1,800 6月1日 注文 9784831824547 ○
日本仏教 法蔵館 自立と連帯 訓覇　信雄著 四六判 700 6月8日 注文 9784831889416
歴史 法蔵館 後醍醐天皇と密教 内田啓一著 四六判 2,000 6月17日 委託 9784831875846
考古学 ミネルヴァ書房 邪馬壹国の論理　④ 古田武彦 四六 2,800 6月1日 委託 邪馬壹国 9784623052165 ○
伝記 ミネルヴァ書房 斎藤茂吉 品田悦一 四六 3,000 5月27日 委託 国民菓人 9784623057825 ○
日本史 山川出版社 74正倉院宝物の世界（日本史リブレット） 杉本一樹 Ａ５変 840 6月24日 委託 正倉院 9784634546868
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日本史 山川出版社 100科学技術政策（日本史リブレット） 鈴木　淳 Ａ５変 840 6月24日 委託 科学技術 9784634547124
世界史 山川出版社 11 イスラームの歴史１（宗教の世界史） 佐藤次高 四六 3,500 6月7日 委託 イスラーム 9784634431416 ○
近代史 吉川弘文館 満洲紳士録の研究 小峰 和夫 著 A5 12,000 6月14日 委託 満洲、移民 9784642037952 ○
美術史 吉川弘文館 ベルニーニ（歴史文化ｾﾚｸｼｮﾝ） 石鍋 真澄 著 A5 3,300 6月15日 委託 イタリアバロック美術 9784642063630 ○

中世史 吉川弘文館 鎌倉源氏三代記
（歴史文化ライブラリー299)

永井 晋 著 四六 1,800 6月21日 委託 頼朝、頼家、実朝 9784642056991 ○

文化史 吉川弘文館 近世の仏教
（歴史文化ライブラリー300)

末木 文美士 著 四六 1,700 6月21日 委託
堕落仏教ではない　江戸
仏教 9784642057004 ○

古代史 吉川弘文館 古墳の時代（史跡で読む日本の歴史 2） 岸本 直文 編 四六 2,800 6月21日 委託 古墳 9784642064101 ○
文化史 吉川弘文館 日本神道史 岡田 荘司 編 四六 3,500 6月22日 委託 神社・日本人の信仰 9784642080385 ○
文化史 吉川弘文館 日本婦人洋装史 新装版 中山 千代 著 B5 20,000 6月23日 注文 服飾・洋服 9784642014557 ○
建築史 吉川弘文館 寝殿造の研究 新装版 太田 静六 著 B5 30,000 6月25日 注文 日本建築 9784642024761 ○

近世史 吉川弘文館 村の身分と由緒
（ <江戸>の人と身分 2 ）

白川部 達夫・山本 英二 編 四六 3,000 6月25日 委託 士農工商 9784642065672 ○

現代史 吉川弘文館 高度経済成長と生活革命 国立歴史民俗博物館 編 A5 3,000 6月25日 委託 高度成長 9784642080378 ○
考古学 吉川弘文館 三角縁神獣鏡研究事典 下垣 仁志 著 菊判 9,500 6月29日 委託 古鏡 9784642014540 ○


