
歴史書懇話会新刊情報 　　 ８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→ミネルヴァ書房・須藤宛(ＦＡＸ:０３－３２９６－１６２０) 2010.9.5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
アジア史 明石書店 朝鮮の歴史から「民族」を考える 康　成銀 四六 3,000 8月4日 委託 明石ライブラリー 9784750332482 ×
社会・歴史 明石書店 チュニジアを知るための60章 鷹木　恵子 四六 2,000 8月11日 委託 エリア・スタディーズ 9784750332512 ×
日本史 校倉書房 村からみた近世 渡辺尚志著 四六 3,800 9月1日 委託 近世史 9784751742402 ×
文化史 汲古書院 李公子の謎 佐藤文俊著 四六 3,000 8月19日 注文 伝承 9784762950537 ○
古代史 思文閣出版 安祥寺資財帳 京都大学文学部日本史研究室編 Ａ5 5,500 8月3日 注文 古代寺院 9784784215164 ○
中世文学 思文閣出版 倶舎論音義の研究 西崎亨著 Ａ5 9,000 8月10日 返条付 訓点学 9784784215096 ○
医学史 思文閣出版 小児科学の史的変遷 深瀬泰旦著 Ａ5 9,000 8月10日 返条付 小児科学史 9784784215263 ○
文化史 思文閣出版 房総風雅史　古代・中世編 小倉光夫著 Ａ5 5,700 8月17日 注文 房総史 9784784215201 ○
文化史 思文閣出版 入門　奈良絵本・絵巻 石川透著 B5 2,000 8月31日 返条付 奈良絵本 9784784215317 ○
日本史 新人物往来社 海援隊隊士列伝 土居　晴夫 四六 1,600 8月5日 委託 幕末 9784404038951 ×
日本史 新人物往来社 ジョン万次郎 永国　淳哉 四六 1,600 8月5日 委託 幕末 9784404038968 ×
日本史 新人物往来社 埋蔵金発見！ 八重野　充弘 四六 1,500 8月16日 委託 埋蔵金 9784404039002 ×
日本史 新人物往来社 実録　日露戦争 太平洋戦争研究会 Ａ５ 1,800 8月16日 委託 日露戦争 9784404038975 ×

日本史 新人物往来社
原色再現 江戸名所図会 よみがえる
八百八町

澁川　泰彦　ほか Ａ５ 1,600 8月16日 委託 江戸 9784404038982 ×

世界史 新人物往来社 ハプスブルク帝国 新人物往来社 Ａ５ 1,800 8月16日 委託 西洋史 9784404038999 ×
文化史 東京大学出版会 伝統都市4　分節構造 吉田・伊藤編 Ａ5 4,800 8月23日 委託 都市史 9784130251341 ○
文化史 東京大学出版会 内務省の歴史社会学 副田義也編 Ａ5 6,200 8月23日 委託 政治史 9784130561075 ○
日本史 東京堂出版 徳川幕臣人名辞典 竹内誠ほか編 A5 12,000 8月11日 返条付 近世史 9784490107845 ○
日本史 東京堂出版 古代出雲を知る事典 瀧音能之著 四六 2,500 8月19日 委託 古代史 9784490107814 ○
文化史 東京堂出版 本阿弥光悦　人と芸術 増田 孝著 A5 5,000 8月20日 注文 光悦の書 9784490207057 ○
古代史 同成社 古代蝦夷社会の成立 八木光則著 A5 6,000 8月24日 委託 蝦夷  9784886215345

文化史 同成社 改訂版　枕詞辞典 阿部萬蔵・阿部猛編 A5 5,700 8月31日 注文返条付 枕詞 9784886215383

近代史 同成社 児玉秀雄関係文書Ⅱ 尚友倶楽部編 A5 6,000 8月31日 注文返条付 満州国 9784886215307

日本仏教 法蔵館 現代社会と浄土真宗〈増補新版〉 池田行信 A5 1,800 8月10日 委託 9784831856838 ○
文化史 ミネルヴァ書房 「やまとごころ」とは何か 田中英道 四六 2,800 8月3日 委託 日本人の精神 9784623054299 ○
伝記 ミネルヴァ書房 北一輝 岡本幸治 四六 3,000 8月3日 委託 浪人思想家 9784623058365 ○
世界史 山川出版社 江戸切絵図散歩（山川ＭＯＯＫ） Ｂ５ 1,600 ８月上旬 委託 江戸切絵図 9784634170032

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 ８月下旬 委託 ペルシア 9784634648265

文化史 吉川弘文館 日本人の宗教と動物観 殺生と肉食 中村　生雄 著 四六 2,600 8月26日 委託 動物 9784642080408 ○
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文化史 吉川弘文館 知っておきたい 名僧のことば事典 中尾　堯 他編 A５ 2,900 8月10日 委託 仏教、言葉、名言 9784642080415 ○

近代史 吉川弘文館 <主婦>の誕生
婦人雑誌と女性たちの近代

木村　涼子 著 A５ 4,800 8月18日 委託 ジェンダー、メディア 9784642037969 ○

伝記 吉川弘文館 松平信綱（人物叢書265） 大野　瑞男 著 四六 2,100 8月26日 委託 知恵伊豆、川越藩主 9784642052580 ○

史料 吉川弘文館 神宮神事考證 補遺上大神宮叢書10 神宮司庁蔵版 菊 16,000 8月15日 注文 伊勢神宮 9784642003902 ○

中世史 吉川弘文館 中世の神仏と古道
（歴史文化セレクション）

戸田　芳実 著 四六 2,100 8月16日 委託 熊野古道、歩く中世史 9784642063654 ○

古代史 吉川弘文館 日本国号の歴史
（歴史文化ライブラリー303)

小林　敏男 著 四六 1,700 8月20日 委託 日本の成立、国号 9784642057035 ○

近代史 吉川弘文館 流行歌の誕生
（歴史文化ライブラリー304)

永嶺　重敏 著 四六 1,700 8月20日 委託 松井須磨子、レコード、映画 9784642057042 ○

近世史 吉川弘文館 都市の身分願望
（ <江戸>の人と身分　1  ）

宇佐美英機・藪
田 貫 編

四六 3,000 8月20日 委託 近世都市、身分 9784642065665 ○

近世史 吉川弘文館 佐賀藩
（日本歴史叢書68  ）

藤野　保著 四六 2,900 8月18日 委託 佐賀、葉隠武士道 9784642066655 ○
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