
歴史書懇話会新刊情報 　　 ９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→山川出版社・西田宛(ＦＡＸ:０３－３２９２－２９４４) 2010.10.7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
アジア史 明石書店 玄界灘を越えた朝鮮外交官 李芸 嶋村初吉編 四六 2,300 9月28日 委託 朝鮮 9784750332697 ×
文化史 明石書店 近代日本郵便史 設立から確立へ 田原啓祐著 Ａ5 9,000 9月24日 委託 9784750332727 ×
考古学 学生社 新稿　邪馬台国の言語 長田夏樹著 Ａ5 5,800 9月17日 委託 邪馬台国 9784311300776 ×
古代史 学生社 京都の歴史を足元からさぐる-丹後・丹波・乙訓の巻- 森　浩一ほか著 四六 2,700 9月13日 委託 京都 9784311203367 ×

汲古書院 中国古代の財政と国家 渡辺信一郎 Ａ5 14,000 9月2日 注文 財政制度史 9784762925900 ○
文化史 思文閣出版 伝統産業の成立と発展 桑田優著 Ａ5 6,500 9月9日 返条付 三木金物 9784784215232 ○
思想史 思文閣出版 西山浄土教の基盤と展開 五十嵐隆幸著 Ａ5 4,000 9月14日 返条付 浄土宗西山派 9784784215294 ○
文化史 思文閣出版 茶譜 谷晃・矢ヶ崎善太郎校訂 Ａ5 20,000 9月21日 注文 茶道 9784784215287 ○
古代史 思文閣出版 後鳥羽院政の展開と儀礼 谷 昇著 Ａ5 6,000 9月27日 返条付 後鳥羽上皇 9784784215362 ○
日本史 新人物往来社 恋する日本史　やまとなでしこ物語 山名 美和子 四六 1,200 9月10日 委託 日本史 9784404039026 ×
社会 新人物往来社 総図解　よくわかる世界の紛争・内乱 関 真興 四六 1,400 9月22日 委託 社会 9784404039101 ×
日本史 新人物往来社 江戸で暮らす。 丹野 顯 四六 1,800 9月22日 委託 日本史 9784404039132 ×
文化史 東京大学出版会 日本経済史5　高度成長期 石井・原・武田編 Ａ5 5,800 9月17日 委託 経済史 9784130440752 ○
文化史 東京大学出版会 日本経済史6　日本経済史研究入門 石井・原・武田編 Ａ5 5,500 9月17日 委託 経済史 9784130440769 ○
歴史一般 東京堂出版 伊豆諸島を知る事典 樋口秀司編 四六 2,800 9月1日 委託 伊豆九島 9784490107883 ○
歴史一般 東京堂出版 年齢の話題事典 中野展子編著 四六 2,200 9月8日 委託 この時何歳？ 9784490107906 ○
文化史 東京堂出版 身近なモノ事始め事典 三浦基弘著 四六 1,900 9月14日 委託 モノの起源 9784490107876 ○
日本史 東京堂出版 南北朝遺文　関東編　第４巻 山田邦明ほか編 A5 16,000 9月21日 定期 日本史史料 9784490306248 ×
文化史 東京堂出版 芳年「月百姿」 岩切友里子編著 四六倍 15,000 9月24日 注文 浮世絵 9784490207026 ○
日本史 東京堂出版 歴博フォーラム③戦後日本の大衆文化 歴民博・安田編 A5 3,000 9月28日 委託 戦後史 9784490206951 ○
考古学 同成社 植物考古学と日本の農耕の起源 中山誠二 Ｂ５ 9,500 9月3日 注文返条 農耕の起源 9784886215352

考古学 同成社 南海を巡る考古学 今村啓爾編 A５ 7,000 9月3日 注文返条 南海 9784886215369

考古学 同成社 出雲大社の建築考古学 浅川滋男・島根県古代文化
センター編

Ｂ５ 18,000 9月15日 注文返条 出雲大社 9784886215192 ○

博物館学 同成社 博物館で学ぶ ｼﾞｮｰｼﾞ・E・ﾊｲﾝ著
鷹野光行監訳

Ａ５ 3,800 9月22日 委託 博物館 9784886215277

世界考古 同成社 アンデスの考古学　改訂版 関　雄二 四六 2,800 9月22日 委託 アンデス 9784886215314

日本史 塙書房 日本古代の王権と社会 栄原永遠男編 A5 15,000 10月1日注文返条付古代史研究の9784827312379 ×
法藏館 挑戦する仏教　アジア各国の歴史といま 木村文輝編 四六 2,300 9月6日 委託 仏教 9784831871084 ○
法藏館 なごりおしく思えども　娑婆の縁つきて 尼子哲也著 四六 1,800 9月14日 注文 日本仏教 9784831889997 ○
法藏館 良寛の涙 久馬慧忠著 四六 1,200 9月17日 委託 日本仏教 9784831856470 ○
法藏館 信は生活にあり 水島見一 A5 1,800 9月27日 注文 日本仏教 9784831885005
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ミネルヴァ書房 ここに古代王朝ありき 古田武彦著 四六 2,800 9月2日 委託 邪馬一国 9784623052172 ○
ミネルヴァ書房 アメリカ労働民衆の世界 竹田有著 Ａ5 6,500 9月2日 委託 労働史 9784623058044 ○
ミネルヴァ書房 雪舟 木村茂光監修 ＡＢ 2,500 9月21日 委託 ねずみの絵 9784623058792 ○
ミネルヴァ書房 本田宗一郎 伊丹敬之 四六 2,200 9月4日 委託 世界のホンダ 9784623058556 ○
ミネルヴァ書房 安田善次郎 由井常彦 四六 3,000 9月4日 委託 東大安田講堂 9784623058532 ○

世界史 山川出版社 栄光のペルシア（ﾑｾﾞｵ･ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ） 平山郁夫ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ美術館・古代オリエント博物館編 A５ 1,619 9月3日 委託 ペルシア 9784634648265

世界史 山川出版社 都市を区切る（中世都市研究15） 中世都市研究会編 Ａ５ 3,600 9月3日 委託 中世都市研究 9784634640528

世界史 山川出版社 歴史から今を知る 大学生のための世界史講義 上杉忍・山根徹也 A５ 1,800 9月16日 委託 グローバリゼー9784634160514

日本史 山川出版社 34北条時宗と安達泰盛（日本史リブレット人） 福島金治 Ａ５変 800 9月21日 委託 北条時宗と安達泰盛 9784634548343 ○
日本史 山川出版社 62ケンペルとシーボルト（日本史リブレット人） 松井洋子 Ａ５変 800 9月21日 委託 ケンペルとシーボルト 9784634548626 ○

文化史 吉川弘文館 スペイン・ポルトガルの古城 新装版 太田静六著 Ｂ５ 3,000 9月29日 委託 イベリア半島・古城 9784642064200 ○

中世史 吉川弘文館 戦国史研究　60 戦国史研究会編 Ａ５ 667 9月7日 注文 戦国史研究会機関誌 978462092289 ○

中世史 吉川弘文館 日本中世の国家と仏教
（歴史文化セレクション）

佐藤弘夫著 四六 2,400 9月15日 委託 鎌倉新仏教・法然 9784642063661 ○

古代史 吉川弘文館 時間の古代史
（歴史文化ライブラリー305)

三宅和朗著 四六 1,700 9月21日 委託 古代・時間 9784642057059 ○

古代史 吉川弘文館 高松塚・キトラ古墳の謎
（歴史文化ライブラリー306)

山本忠尚著 四六 1,700 9月21日 委託 持統天皇と唐の武則天 9784642057042 ○

近世史 吉川弘文館 覚醒する地域意識
（ <江戸>の人と身分　５  ）

若尾　政希 ・菊
池勇夫 編

四六 3,000 9月17日 委託 近世、郷土意識 9784642065702 ○

美術史 吉川弘文館 近世京都画壇のネットワーク 五十嵐公一 著 Ａ５ 2,800 9月22日 委託 宗達、探幽、光琳 9784642079112 ○

民俗学 吉川弘文館 民俗小事典 神事と芸能
神田　より子 ・
俵木　悟 編 四六 3,400 9月30日 委託 民俗・祭・芸能 9784642080446 ○

古代史 吉川弘文館
発掘文字が語る 古代王権と列
島社会

狩野 久著 四六 2,800 9月29日 委託 木簡・稲荷山鉄剣 9784642080453 ○

文化史 吉川弘文館
禅僧たちの室町時代　中世禅林も
のがたり

今泉淑夫著 四六 3,800 9月29日 委託 禅・日記 9784642080392 ○

近世史 吉川弘文館 近世的世界の成熟
（ 日本の対外関係　6  ）

荒野泰典他編
Ａ５ 6,000 9月25日 委託 近世日本とアジア 9784642017060 ○
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