
★歴史書懇話会の新刊・重版　２０１１年3月－4月
＊当番会員社宛にＦＡＸいただければ、各社に転送しています。ぜひ発注書としてご活用下さい。
＊当月は配本済みがあったり、翌月は刊行遅れが出たりすることもありますが、問題がでましたら
　　それぞれの出版社の担当者よりご連絡いたします。
＊条件などもそれぞれ違いますが、この機会に新刊の品揃えの充実をお願いしたいと存じます。
＊歴懇に対するご意見・ご要望、フェアの依頼などあればお聞かせ下さい。

ＦＡＸ=校倉書房・石田行き　０３‐３２０３ー４８５４

歴史書懇話会3月の新刊・重版
分類 出版社 新/重 　書　名 編著者 判型 本体価 刊行日 条件 キーワード 備考 ISBN NO. チラシ 部数
世界史 明石書店 新刊 地図で読むアフリカ系アメリカ人の歴史 ジョナサン・アール著 Ｂ５ \3,800 中旬 委託 アメリカ史 未定 ×
世界史 明石書店 新刊 北朝鮮の植民地時代 三浦洋子著 Ａ5 未定 中旬 返条 東洋史 未定 ×
日本史 校倉書房 新刊 織豊期王権論 堀新著 Ａ5 \10,000 下旬 委託 政治史 9784751742907 ×
日本史 校倉書房 新刊 知多半島の歴史と現在　１５ 日本福祉大学知多半島総合研究所編 Ａ5 \3,000 下旬 注文 地方史 9784751790151 ×
古代史 学生社 新刊 宮都　飛鳥 橿原考古学博物館編 Ａ５ \3,200 下旬 委託 飛鳥 遅れています 9784311300790 ×
考古学 学生社 新刊 高句麗壁画と東アジア 東　潮著 Ａ５ \9,000 下旬 返条付注文 壁画 9784311304972 ×
考古学 学生社 新刊 若狭・越古墳時代の研究 入江文敏著 Ａ５ \9,800 下旬 返条付注文 古墳 9784311304989 ×
世界史 汲古書院 新刊 史記戦国列伝の研究 藤田勝久著 Ａ5 \7,000 中旬 買切 史記 9784762928888 ○
世界史 汲古書院 新刊 曹操高陵の発見 愛媛大学鉄文化研究センター編 Ａ5 \3,000 中旬 買切 曹操の墓 9784762928901 ○
古代史 思文閣出版 新刊 仁明朝史の研究 (財)古代学協会編 Ａ5 \7,000 中旬 返条付 仁明天皇時代 ※２月だし 9784784215478 ○
中世史 思文閣出版 新刊 戦国大名武田氏の権力構造 丸島和洋著 Ａ5 \8,500 下旬 返条付 戦国大名の権力構造 ※２月だし 9784784215515 ○
文化史 思文閣出版 新刊 日本古代典籍史料の研究 鹿内浩胤著 Ａ5 \7,800 下旬 返条付 典籍史料 ※２月だし 9784784215522 ○
近代史 思文閣出版 新刊 藤村庸軒をめぐる人々 白嵜顕成著 Ａ5 \16,500 下旬 返条付 茶道・儒学 ※２月だし 9784784215546 ○
近世史 思文閣出版 新刊 松花堂昭乗と瀧本流の展開 山口恭子 Ａ5 \8,600 下旬 返条付 書道 9784784215591 ○
文化史 思文閣出版 新刊 近世京焼の研究 岡佳子著 Ａ5 \6,300 下旬 返条付 陶芸 9784784215584 ○
日本史 思文閣出版 新刊 地域開発と村落景観の歴史的展開 原田信男編 Ａ5 \9,000 下旬 返条付 多摩川・開発・環境 9784784215553 ○
日本史 思文閣出版 新刊 中近世農業史の再解釈 伏見元嘉著 Ａ5 \7,800 下旬 返条付 清良記・農史 9784784215515 ○
日本史 思文閣出版 新刊 近代日本と地域振興 高久嶺之介著 Ａ5 \6,500 下旬 返条付 京都府・地域振興 9784784215584 ○
宗教 新人物往来社 新刊 山岳修験への招待 宮家　準　編 四六 1400 2011/3/11 委託 仏教 9784404039897 ×

日本史 新人物往来社 新刊 戦国武将の合戦図 小和田哲男　監修 Ａ５ 1800 2011/3/11 委託 中世 9784404039903 ×

日本史 新人物往来社 新刊 昭和天皇のごはん 谷部　金次郎 四六 1400 2011/3/22 委託 現代 9784404039668 ×

日本史 新人物往来社 新刊
刻印石で楽しむ　三大名城の石垣物
語

菅野　良男 四六 1400 2011/3/22 委託 近世 9784404039910 ×

日本史 新人物往来社 新刊 新「関ヶ原合戦」論 白峰　旬 四六 1400 2011/3/22 委託 中世 9784404039927 ×

世界史 新人物往来社 新刊
別冊歴史読本５２　ヨーロッパ王室の
プリンス・プリンセス

Ｂ５ 1500（予） 2011/3/22 委託 現代 9784404036520 ×

世界史 東京大学出版会 新刊 国旗・国歌・国慶 小野寺史郎著 Ａ5 \6,400 中旬 委託 中国近現代史 9784130262262 ○
世界史 東京大学出版会 新刊 露清帝国とカザフ＝ハン国 野田仁著 Ａ5 \7,000 中旬 返条 東洋史 9784130261395 ○
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分類 出版社 新/重 　書　名 編著者 判型 本体価 刊行日 条件 キーワード 備考 ISBN NO. チラシ 部数
日本史 東京大学出版会 新刊 明六雑誌の政治思想 河野有里 Ａ5 \7,300 中旬 返条 政治史 9784130362405 ○
日本史 東京大学出版会 新刊 戦時下学問の統制と動員 駒込・川村・奈須編 Ａ5 \12,000 中旬 返条 教育史 9784130562195 ○
日本史 東京堂出版 新刊 交響する古代-東アジアの中の日本- 吉村武彦編 A5 \7,500 中旬 返条 古代史 9784490207309 -
日本史 東京堂出版 新刊 南北朝遺文　東北編　第2巻 大石・七海編 A5 \16,000 月末 定期 史料集 9784490306569 ×
日本史 東京堂出版 新刊 戦国遺文　今川氏編　第2巻 久保田・大石編 A5 \17,000 月末 定期 史料集 9784490306606 ×
日本史 東京堂出版 新刊 歴史教育から「社会科」へ 君島和彦編 A5 \2,500 下旬 返条 社会科教育 9784490207293 -
雑誌 東京堂出版 新刊 史林　第94巻　第2号 史学研究会編 A5 \1,143 月末 定期 専門誌 書籍扱い 9784490306699 ×
経済史 刀水書房 新刊 建国初期アメリカ財政史の研究松本幸男著 Ａ５ \6,600 中旬 委託 強力な政策誕生 ２月出し 9784887083936 ○
世界史 刀水書房 新刊 生まれる歴史、創られる歴史―永原陽子編 Ａ５ \2,900 下旬 委託 ＡＡ研７人の快挙 9784887083974 ○
西洋史 刀水書房 新刊 ［刀水歴史全書81］　ギリシアの古代 ロビン・オズボン著 四六 \2,800 下旬 委託 楽しい講義録 9784887083967

考古学 同成社 新刊 東北アジア古民族植物学と縄文農耕 小畑弘己著 B5 \10,000 上旬 返条 植物・昆虫遺体 9784886215505

日本史 同成社 新刊 日本古代の外交儀礼と渤海 浜田久美子著 A5 \6,000 上旬 委託 古代史選書8 9784886215512

日本史 同成社 新刊 戦国期の流通と地域社会 鈴木敦子
著

A5 予価7500円 上旬 委託 中世史選書7 9784886215451

考古学 同成社 新刊 ベトナムの考古・古代学 西村昌也著 B5 \13,000 下旬 返条 東南アジア 9784886215567

日本史 同成社 新刊 新編博物館概論 鷹野光行他編 A5 予価2700円 下旬 委託 博物館学 9784886215550

考古学 塙書房 新刊 祭りと呪術の考古学 春成秀爾著 Ｂ５ \19,000 ３月中旬 注文返条付 9784827312416

日本史 法藏館 新刊 神仏と儀礼の中世 舩田淳一 A5 \7,500 上旬 返条 神仏習合 978-4-8318-6029-3 ○
日本史 法藏館 新刊 日本仏教版画史論考 内田啓一 A5 \10,000 上旬 返条 絵画史料 978-4-8318-7648-5 ○
日本史 法藏館 新刊 歴史のなかに見る親鸞 平　雅行 46 \1,900 上旬 委託 生涯 978-4-8318-6061-3 ○
日本史 法藏館 新刊 東北古代仏教史研究（仮） 窪田大介 A5 \8,000 中旬 返条 ７～９世紀 978-4-8318-7377-4 ○
日本史 法藏館 新刊 古代日本の僧侶と寺院    日本仏教研究叢書 牧　伸行 46 \2,800 中旬 委託 978-4-8318-6039-2 ○
日本史 法藏館 新刊 絵伝にみる　法然上人の生涯 中井真孝 A5 \2,500 下旬 委託 生涯 978-4-8318-6056-9 ○
日本史 法藏館 新刊 釈尊と親鸞（仮） 龍谷大学　龍B5変 \1,500 下旬 委託 カラー写真多数 978-4-8318-6015-6 ○
日本史 法藏館 重版 中国隋唐長安・寺院史料集成 小野勝年 B5 \30,000 下旬 返条 復刊（1989刊） 978-4-8318-6518-2 ○
伝記 ミネルヴァ書房 新刊 源頼朝（ミネルヴァ日本歴史人物伝） 木村茂光 ＡＢ \2,500 下旬 委託 鎌倉幕府 9784623058907 ○
伝記 ミネルヴァ書房 新刊 島地黙雷伝 村上護 四六 \2,200 中旬 委託 仏教再生 9784623058457 ○
日本史 山川出版社 新刊 近代産業遺産をたずねる (財)修学旅行協会編 B6変 \1,200（仮） 2011.3下旬 委託 産業遺産 9784634590694

日本史 山川出版社 新刊 レンズが撮らえた幕末の日本（仮） 岩下哲典ほか 菊５ \1,600（仮） 2011.3下旬 委託 古写真 9784634150157

古代史 吉川弘文館 新刊 律令国家と東アジア　日本の対外関係2 荒野泰典ほか Ａ５ \6,000 2011/3/15 委託 古代 9784642093217 ○

文化史 吉川弘文館 新刊 ＜日本美術＞の発見
（歴史文化ライブラリー3１7)

吉田千鶴子 著 四六 \1,700 2011/3/18 委託 岡倉天心 9784642057158

中世史 吉川弘文館 新刊 四国遍路（歴史文化ライブラリー3１8) 星野秀紀他著 四六 \1,700 2011/3/18 委託 お遍路さん 9784642057165 ○
雑誌 吉川弘文館 新刊 日本歴史  ２０１１年４月号(755 日本歴史学会 編集 Ａ５ \743 2011/3/18 委託 ○
文化史 吉川弘文館 新刊 物部の民俗といざなぎ流 松尾恒一著 Ａ５ \7,000 2011/3/25 委託 民俗・高知 9784642073707 ○

歴史一般吉川弘文館 新刊 太平記の里　新田・足利を歩く
歴史の旅

峰岸純夫著 Ａ５ \1,900 2011/3/25 委託 歴史散歩 9784642080521 ○

「儀礼と習俗の考古学」（2007年）と対をなす
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歴史書懇話会4月の新刊・重版
分類 出版社 新/重 　書　名 編著者 判型 本体価 刊行日 条件 キーワード 備考 ISBN NO. チラシ 部数
考古学 青木書店 新刊 講座日本の考古学5巻 甲本真之ほか A5 \7,000 4月下旬 委託 弥生時代 9784250211041 ×
世界史 明石書店 新刊 中国の吉祥文化と道教 奈良行博 Ａ5 未定 中旬 委託 東洋史 未定 ×
日本史 明石書店 新刊 和歌山の部落史 和歌山人権研究所 Ａ5 \18,000 中旬 委託 和歌山 未定 ×
日本史 校倉書房 新刊 戦国・織豊期の朝廷と公家社会 神田裕理著 Ａ5 \12,000 下旬 委託 9784751743003 ×
古代史 学生社 新刊 ヤマト王権はいかにして始まったか 桜井市・田原本町編 四六 \2,200 下旬 委託 邪馬台国 遅れています 9784311203244 ×
古代史 学生社 新刊 大和・纒向遺跡　第３版 石野博信編 Ａ５ (予) 9,800 下旬 返条 邪馬台国 9784311304965 ×
日本史 学生社 新刊 地域別の日本史 菅野祐孝著 四六 \1,700 下旬 委託 地域史 9784311203398 ×
分類 出版社 新/重 　書　名 編著者 判型 本体価 刊行日 条件 キーワード 備考 ISBN NO. チラシ 部数
古代史 思文閣出版 新刊 九条家本延喜式（一） 東京国立博物館古典籍叢刊編集委員会編 Ａ5 \15,000 下旬 注文 延喜式 ※３月だし 9784784215355 ○
文化史 思文閣出版 新刊 大本山くろ谷　金戒光明寺　宝物総覧 Ａ４変 \28,000 上旬 注文 浄土宗 9784784215645 ○
日本史 新人物往来社 新刊 漂白の民の残痕（仮） 四六 1600（予） 下旬 委託 昭和（戦前） 9784404040046 ×
文化史 新人物往来社 新刊 絵で読む　源氏物語（仮） Ａ５ 1800（予） 下旬 委託 文学 9784404040077 ×

日本史 新人物往来社 新刊 あらすじでわかる古事記・日本書紀（仮）
四六
変

1000（予） 下旬 委託 史科 9784404040084 ×

文化史 新人物往来社 新刊 世界遺産（仮） Ａ５ 2000（予） 下旬 委託 生活史 9784404040091 ×
日本史 東京大学出版会 新刊 能楽からみた中世 脇田晴子著 Ａ5 \5,800 中旬 委託 中世芸能史 9784130201483 ○
日本史 東京大学出版会 新刊 日本女性史研究文献目録1868-2002 女性史総合研究会編 Ａ5 \25,000 中旬 返条 女性史 9784130262514 ○
世界史 東京大学出版会 新刊 ドイツ統治下の青島 浅田進史著 Ａ5 \7,200 上旬 返条 東アジア近代史 9784130461061 ○
日本史 東京堂出版 新刊 『鎌倉遺文』の研究 瀬野精一郎著 A5 予8,500 下旬 返条 中世史研究 0784490207323 -
日本史 東京堂出版 新刊 戦国遺文　房総編　第2巻 佐藤博信ほか編 A5 予18,000 下旬 定期 史料集 9784490306750 ×
文化史 東京堂出版新刊日本服飾史 増田美子編 B5 予3,200 下旬 委託 衣食住の「衣」 9784490207132 -
文化史 東京堂出版 新刊 大江戸衣装図鑑 菊地ひとみ著 菊 予4,800 下旬 委託 江戸の服飾 9784490107982 -
文化史 東京堂出版 新刊 メキシコの美の巨星たち 野谷文昭編 四六 \1,900 上旬 委託 20世紀の美術 9784490207316 -
世界史 刀水書房新刊人種差別の世界史―白人性とは何藤川隆男著四六 \2,300 下旬 委託 身近な処から 9784887083981 ○
西洋史 刀水書房 新刊 ヨーロッパの北の海―北海・バルト海の歴史 カービー，ヒンカネン著 Ａ５ \6,000 上旬 委託 海の全体史！ ２月出し 9784887083851 ○
日本史 同成社 新刊蘇我氏とは何か 前田晴人著四六予価2000円 上旬 委託 古代史 9784886215574

考古学 同成社 新刊中米の初期文明オルメカ 伊藤伸幸著四六予価2500円 上旬 委託 マヤ・アステカ 9784886215444

考古学 同成社 新刊 飛鳥の都市計画（仮） 黒崎　直著 四六 予価2400円 下旬 委託 古代史 9784886215581

考古学 同成社 新刊 三内丸山遺跡 岡田康博著四六 \1,800 下旬 委託 縄文・青森 9784886215598 ○
日本史 法藏館 新刊 佛光寺の歴史と文化 佛光寺編 A5 10,000 中旬 返条 978-4-8318-757 ○
日本史 法藏館 新刊 親鸞伝の研究『赤松俊秀著作集名畑　崇解説A5 12,000 下旬 返条 978-4-8318-334 ○
日本史 法藏館 新刊 古代中世社会経済史研究『赤松勝山清次解 A5 20,000 下旬 返条 978-4-8318-334 ○
日本史 法藏館 新刊 密教美術と歴史文化 真鍋俊照編 A5 9,700 下旬 返条 978-4-8318-636 ○
伝記 ミネルヴァ書房 新刊 雨森芳洲（ミネルヴァ日本評伝選） 上田正昭 四六 \2,500 10日 委託 儒者 9784623060320 ○
伝記 ミネルヴァ書房 新刊 アジアのなかの日本再発見 上田正昭 四六 \2,800 20日 委託 生きた歴史 9784623060313 ○
日本史 ミネルヴァ書房 新刊 西郷隆盛と幕末維新の政局 家近良樹　 Ａ５ \5,000 中旬 委託 薩長連合史観 9784623060061 ○
日本史 山川出版社 新刊 後白河院―王の歌― 五味文彦 四六 ￥1,800（予価） 2011.4上旬 委託 後白河院 2月出し 9784634150140

日本史 山川出版社 新刊 レンズが撮らえた幕末の日本（仮） 岩下哲典ほか 菊５ \1,600（仮） 2011.4下旬 委託 古写真 3月出し 9784634150157
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分類 出版社 新/重 　書　名 編著者 判型 本体価 刊行日 条件 キーワード 備考 ISBN NO. チラシ 部数
日本史 山川出版社 新刊 23奥州藤原三代（日本史リブレット人） 佐藤利男 Ａ５変 \800 2011.4下旬 委託 奥州藤原三代 9784634548237 ○
日本史 山川出版社 新刊 43武田信玄と毛利元就（日本史リブレット人） 鴨川達夫 Ａ５変 \800 2011.4下旬 委託 武田信玄・毛利元就 9784634548435 ○
日本史 山川出版社 新刊 １８都市の比較史（年報都市史研究） 都市史研究 Ｂ５ ￥3,800（予価） 2011.4下旬 委託 都市比較史 9784634527461

その他 山川出版社 新刊 もういちど読む山川倫理 小寺　聡 Ａ５ \1,500 2011.4中旬 委託 倫理 9784634590717
歴史一般 吉川弘文館 新刊 華族令嬢たちの大正・昭和 華族史料研究会編 四六 \2,800 4月25日 委託 セレブの暮し 9784642080545 ○
中世史 吉川弘文館 新刊 御成敗式目　現代語訳吾妻鏡10 五味文彦他編 四六 \2,400 4月25日 委託 北条泰時 9784642027175 ○
文化史 吉川弘文館 新刊 日本の食文化史年表 江原絢子他編 菊 \5,000 4月25日 委託 食文化 9784642014595 ○
中世史 吉川弘文館 新刊 京を支配する山法師たち  下坂　守 著 四六 \2,700 4月25日 委託 比叡山延暦寺 9784642080552 ○
民俗学 吉川弘文館 新刊 物部の民俗といざなぎ流 松尾　恒一 著 Ａ５ \7,000 4月25日 委託 高知・まじない 9784642073707 ○
中世史 吉川弘文館 新刊 中世社会の刑罰と法観念 渡邉　俊 著 Ａ５ \10,000 4月25日 委託 検非違使 9784642028998 ○
考古学 吉川弘文館 新刊 古墳（歴史文化ライブラリー3１9) 土生田　純之 著 四六 \1,700 4月20日 委託 古墳・国家形成 9784642057196 ○

近世史 吉川弘文館 新刊 江戸の寺社めぐり
（歴史文化ライブラリー320)

原　淳一郎 著 四六 \1,700 4月20日 委託 鎌倉・江ノ島・伊勢 9784642057202 ○

古代史 吉川弘文館 新刊 古代宮都の内裏構造 橋本　義則 著 Ａ５ \11,000 4月15日 委託 平城宮 9784642024815 ○
中世史 吉川弘文館 新刊 中世朝廷の官司制度 遠藤　珠紀 著 Ａ５ \13,000 4月15日 委託 中原氏・鎌倉時代 9784642029001 ○
民俗学 吉川弘文館 新刊 民俗学とは何か 新谷　尚紀 著 Ａ５ \1,900 4月15日 委託 柳田・折口・渋沢 9784642080538 ○
古代史 吉川弘文館 新刊 古墳時代の王権構造 下垣 仁志 著 B5 \19,000 4月15日 注文 王権 9784642093217 ○
雑誌 吉川弘文館 新刊 日本歴史  ２０１１年5月号(756)日本歴史学会 編集 Ａ５ \743 4月20日 委託
古代史 吉川弘文館 新刊 平城宮大極殿院の設計思想 内田 和伸 著B5 \16,000 4月25日 注文 大極殿 9784642024808 ○
近世史 吉川弘文館 新刊 近代化する日本　日本の対外関係7 荒野泰典ほか Ａ５ \6,000 4月25日 委託 近世 9784642017077 ○
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