
歴史書懇話会新刊情報 　　  10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→吉川弘文館・横井宛(ＦＡＸ:０３－３８１２－３５４４) 2010.11.4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
社会/女性史 明石書店 アメリカ黒人女性とフェミニズム ベル・フックス著 四六 3,800 10月18日 委託 黒人女性 9784750332857 ×
思想史 明石書店 福沢諭吉　朝鮮・中国・台湾論集 杉田　聡編 四六 3,800 10月20日 委託 アジア 9784750332895 ×
文化史 校倉書房 近世瀬戸内塩業史の研究 落合　功著 Ａ5 9,000 10月26日 注文 9784751742501 ×
世界史 汲古書院 中国古代の年中行事第三冊 秋 中村裕一著 Ａ５ 12,000 10月7日 注文 古代祭祀 9784762928581 ○
世界史 汲古書院 近世の海域世界と地方統治 山本英史編 Ａ５ 7,000 10月7日 注文 東アジア交流史 9784762929410 ○
古文書 思文閣出版 東寺百合文書　第八巻 京都府立総合資料館 Ａ5 9,500 10月5日 注文 中世文書 9784784215324 ○
国文学 思文閣出版 平成新古筆資料集　第五集 田中登編 Ａ5 2,500 10月7日 注文 古筆 9784784215379 ○
考古学 思文閣出版 歴史のなかの天皇陵 高木博志 他 Ａ5 2,500 10月14日 返条付注文 陵墓 9784784215140 ○
人文一般 思文閣出版 奈良 千三百年ものがたり すずきたみこ著 四六 1,600 10月21日 返条付注文 奈良 9784784215409 ○
人文一般 思文閣出版 天翔ける白鴎 児玉修著 四六 1,600 10月26日 返条付注文 禅僧愚中周及 9784784215416 ○
思想史 思文閣出版 増補改訂 西村茂樹全集 第９巻 日本弘道会編 Ａ5 18,000 10月26日 注文 西村茂樹 9784784215331 ○
史料集 思文閣出版 禿氏文庫本 大取一馬　責任編集 Ａ5 14,000 10月28日 注文 禿氏祐祥博士 9784784215393 ○
文化史 新人物往来社 ニッポンの河童の正体 板倉　義之 四六 1,400 10月5日 委託 民族史 9784404039231 ×
文化史 新人物往来社 韓国人は日本人をどう思っているのだろうか 朴　相鉉 四六 1,400 10月5日 委託 社会生活 9784404039248 ×
日本史 新人物往来社 江戸大名のお引っ越し 白峰　旬 四六 1,400 10月5日 委託 江戸 9784404039255 ×
地理 新人物往来社 写真で見るみんなの好きな京都今昔物語 結城　しはや A5 1,800 10月15日 委託 地理一般 9784404038814 ×
日本史 東京大学出版会 日本近世の自立と連帯 白川部達夫著 Ａ5 8,000 10月7日 返条付注文 近世史 9784130262231 ○
文化史 東京大学出版会 朝鮮数学史 川原秀城著 Ａ5 6,800 10月8日 委託 朝鮮文化史 9784130210744 ○
日本史 東京堂出版 逸脱する百姓　 須田　努編著 菊 6,500 10月20日 返条付注文 自由民権運動 9784490207149 -
考古学 同成社 人と動物の関わりあい－食料資源と生業圏－ 谷口康浩他編 Ｂ５ 5,000 10月15日 委託 縄文 978488621522 ○
日本史 塙書房 室町期荘園制の研究 伊藤俊一著 A5 12,000 10月7日 返条付注文 中世史の棚 9784827312386 ×
日本史 法藏館 葬式のはなし 菅　純和著 四六判 1,000 10月1日 委託 仏教 9784831864185 ○
日本史 法藏館 浄土とは何か 長谷正當著 Ａ５ 3,800 10月5日 注文 仏教 9784831838384 ○
日本史 法藏館 蕊(ずい) 本田眞哉著 四六判 2,000 10月14日 返条付注文 仏教 9784831881731 ○
日本史 法藏館 老いよドンと来い！ 土屋昭之著 四六判 1,000 10月25日 注文 仏教 9784831887009 ○
日本史 法藏館 誰も書かなかった親鸞 同朋大学仏教文化研究所編 四六判 2,800 10月27日 委託 仏教 9784831874580 ○
伝記 ミネルヴァ書房 足利義満 木村茂光監修 ＡＢ 2,500 10月2日 委託 金閣寺 9784623058808 ○
伝記 ミネルヴァ書房 薩摩治郎八 小林茂 四六 3,500 10月2日 委託 バロン薩摩 9784623058679 ○
日本史 ミネルヴァ書房 日本再軍備への道 柴山太著 Ａ５ 9,000 10月23日 委託 自衛隊 9784623057955 ○
西洋史 ミネルヴァ書房 帝国の長い影 木畑洋一 Ａ５ 5,500 10月23日 委託 イギリス帝国 9784623058198 ○
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世界史 山川出版社 王朝美術における結縁装飾法華経（美の光景３） ヘレーネ・アルト Ａ５ 4,800 10月7日 委託 結縁装飾法華経 9784634523210
日本史 山川出版社 政治社会思想史（新体系日本史） 河内祥輔・藤井譲治・栄沢幸二・宮地正人編 Ａ５ 4,000 10月7日 委託 政治社会思 9784634530409
歴史一般 山川出版社 2011年版山川歴史手帳 700 10月7日 注文 歴史手帳 9784684640450
世界史 山川出版社 イギリス史研究入門 近藤和彦 四六 2,500 10月14日 委託 イギリス史 9784634640368
世界史 山川出版社 12 イスラームの歴史２（宗教の世界史） 小杉　泰　編 四六 3,500 10月21日 委託 イスラーム 9784634431423 ○
日本史 山川出版社 十八世紀日本の政治と外交（史学会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ） 藤田　覚編 Ａ５ 4,000 10月25日 委託 十八世紀日 9784634523593
日本史 山川出版社 旧石器遺跡捏造事件 岡村道雄 四六 1,600 10月27日 委託 旧石器捏造 9784634150089 ○
中世史 吉川弘文館 織田信長家臣人名辞典 第２版 谷口　克広 著 菊判 7,500 10月27日 委託 織田信長 9784642014571

古代史 吉川弘文館 恒久の都　平安京
（ 古代の都　3  ）

西山　良平 ・鈴木　久男 編 四六 2,800 10月5日 委託 京都・平安京・長岡京 9784642062930 ○

歴史一般 吉川弘文館 歴史手帳２０１１年版 吉川弘文館編集部編 三五 857 10月15日 委託 不滅の定番商品 9784642098373
文化史 吉川弘文館 ドイツ・北欧・東欧の古城 新装版 太田　静六 著 Ｂ５ 3,000 10月22日 委託 ヨーロッパ・古城 9784642064217 ○
近世史 吉川弘文館 江戸の上水道 （歴史文化セレクション） 伊藤　好一 著 四六 1,700 10月15日 委託 江戸・生活・水道 9784642063678 ○
中世史 吉川弘文館 戦国期の真宗と一向一揆 新行　紀一 編 Ａ５ 11,000 10月20日 委託 本願寺・長嶋一揆・紀州 9784642028905
中世史 吉川弘文館 室町戦国期の社会構造 池　享 編 Ａ５ 13,000 10月1日 委託 室町期荘園・戦国期守護 9784642028912

近世史 吉川弘文館 権威と上昇願望
（ <江戸>の人と身分　３  ）

若尾　政希 ・菊池勇夫 編 四六 3,000 10月20日 委託 武士・大名・支配階級 9784642065689 ○

古代史 吉川弘文館 幕末の世直し（歴史文化ライブラリー307) 須田　努 著 四六 1,700 10月20日 委託 幕末・百姓一揆 9784642057073 ○

古代史 吉川弘文館 イングランド王国前史
（歴史文化ライブラリー308)

桜井　俊彰 著 四六 1,700 10月20日 委託 アングロサクソン七王国 9784642057080 ○

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 10月27日 委託 近世日本とアジア 9784642017060 ○

通史 吉川弘文館 日本農業史 木村　茂光 編 四六 3,800 10月18日 委託 農業 9784642080460 ○
中世史 吉川弘文館 執権政治（現代語訳吾妻鏡　9） 五味　文彦他編 四六 2,400 10月29日 委託 北条泰時 9784642027166 ○
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