
歴史書懇話会新刊情報 　　　３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→学生社・林宛(ＦＡＸ:０３－３８５７－３０３７) 2011.4.5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
世界史 明石書店 朝鮮通信使の足跡 仲尾　宏著 四六 3,000 3月11日 委託 朝鮮 9784750333540 ×
社会/世界史 明石書店 アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を知るための60章 細井　長編 四六 2,000 3月16日 委託 エリア・スタディーズ 9784750333472 ×
日本史 校倉書房 織豊期王権論 堀新著 Ａ5 10,000 3月10日 委託 信長と朝廷 9784751742907 ×

考古学 学生社　 宮都　飛鳥
橿原考古学研
究所附属博物

Ａ5 3,200 3月7日 委託 飛鳥京 9784311300790 ×

中国史 汲古書院 史記戦国列伝の研究 藤田勝久著 Ａ5 7,000 3月10日 買切 史記 9784762928888 ○
中国史 汲古書院 曹操高陵の発見とその意義 愛媛大学鉄文化研究センター編 Ａ5 3,000 3月10日 買切 曹操の墓 9784762928901 ○
東洋史 汲古書院 海域世界の環境と文化 吉尾寛編 Ａ5 7,000 3月10日 買切 東アジア海域 9784762929941 ○
日本史 汲古書院 平安時代の仏書に基づく漢文訓読史の研究Ⅰ 小林芳規著 Ａ5 12,000 3月17日 買切 漢文訓読 9784762935916 ○

日本史 思文閣出版 仁明朝史の研究
角田文衛監
修・古代学協

A5 7,000 3月1日 返条付 日本古代史 9784784215478 ○

日本史 思文閣出版 戦国大名武田氏の権力構造 丸島和洋著 Ａ5 8,500 3月3日 返条付 戦国時代・武田氏 9784784215539 ○
日本史 思文閣出版 日本古代典籍史料の研究 鹿内浩胤著 Ａ5 6,700 3月8日 返条付 典籍・書誌学 9784784215522 ○
文化史 思文閣出版 松花堂昭乗と瀧本流の展開 山口恭子著　 Ａ5 8,600 3月15日 返条付 書道史・出版文化 9784784215591 ○
思想史 思文閣出版 増補改訂　西村茂樹全集　第11巻 日本弘道会編 Ａ5 18,000 3月15日 注文 儒教・哲学 9784784215560 ×
日本史 思文閣出版 地域開発と村落景観の歴史的展開 原田信男編 Ａ5 9,000 3月15日 返条付 多摩川中流域 9784784215553 ○
文化史 思文閣出版 近世京焼の研究 岡佳子著 Ａ5 6,300 3月17日 返条付 陶芸・陶工 9784784215584 ○
思想史 思文閣出版 藤村庸軒をめぐる人々 白嵜顕成著 Ａ5 16,500 3月17日 返条付 儒学・近世史 9784784215546 ○
宗教 新人物往来社 山岳修験への招待 宮家　準　編 四六 1,400 3月11日 委託 仏教 9784404039897 ×
日本史 新人物往来社 戦国武将の合戦図 小和田哲男　監修 Ａ５ 1,800 3月11日 委託 中世 9784404039903 ×
日本史 新人物往来社 昭和天皇のごはん 谷部　金次郎 四六 1,400 3月22日 委託 現代 9784404039668 ×
日本史 新人物往来社 刻印石で楽しむ三大名城の石垣 菅野　良男 四六 1,400 3月22日 委託 近世 9784404039910 ×
日本史 新人物往来社 新「関ヶ原合戦」論 白峰　旬 四六 1,400 3月22日 委託 中世 9784404039927 ×

世界史 新人物往来社
別冊歴史読本５２
ヨーロッパ王室のプリンス・プリンセ

Ｂ５ 予価1,500 3月22日 委託 現代 9784404036520 ×

世界史 東京大学出版会 国旗・国歌・国慶 小野寺史郎著 Ａ5 6,400 3月17日 委託 中国史 9784130261401 ○
世界史 東京大学出版会 露清帝国とカザフ＝ハン国 野田仁著 Ａ5 7,000 3月23日 返条付 ユーラシア史 9784130261395 ○
日本史 東京大学出版会 戦時下学問の統制と動員 駒込・川村・奈須編 Ａ5 12,000 3月23日 返条付 教育史 9784130562195 ○
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日本史 東京堂出版 交響する古代　東アジアのなかの日本 石川日出志ほか編 菊判 7,500 3月15日 返条付 古代史 9784490207309 -
日本史 東京堂出版 歴史教育から「社会科」へ 君島和彦編 A5 2,500 3月16日 委託 歴史教育 9784490207293 -
日本史 東京堂出版 戦国遺文　今川氏編　第２巻 久保田・大石編 A5 17,000 3月23日 定期委託 史料集 9784490306606 ○
世界史 刀水書房 建国初期アメリカ財政史の研究 松本幸男著 A5 6,600 3月17日 委託 強力な政策誕生 9784887083936 ○

世界史 刀水書房 生まれる歴史、創られる歴史
―アジア・アフリカ研究の最前線から―

永原陽子編 A5 2,900 3月31日 委託 ＡＡ研７人の快挙 9784887083974 ○

日本史 同成社 日本古代の外交儀礼と渤海 浜田久美子著 A5 6,000 3月8日 委託 古代史選書8 9784886215512
考古学 同成社 東北アジア古民族植物学と縄文農耕 小畑弘己著 B5 10,000 3月17日 返条付 植物・昆虫遺体 9784886215505
考古学 同成社 ベトナムの考古・古代学 西村昌也著 B5 13,000 3月29日 返条付 東南アジア 9784886215567
日本史 同成社 新編博物館概論 鷹野光行他編 A5 3,000 3月29日 委託 博物館学 9784886215550
考古学 塙書房 祭りと呪術の考古学 春成秀爾著 Ｂ５ 19,000 3月8日 返条付 考古学 9784827312416
日本史 法藏館 日本仏教版画史論考 内田啓一 A5 10,000 3月4日 返条付 絵画史料 9784831876485 ○
日本史 法藏館 神仏と儀礼の中世 舩田淳一 A5 7,500 3月4日 返条付 神仏習合 9784831860293 ○
日本史 法藏館 古代東北仏教史研究 窪田大介 A5 8,000 3月25日 返条付 仏教史 9784831873774 ○

文化史 吉川弘文館 ＜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 3月18日 委託 岡倉天心 9784642057158

中世史 吉川弘文館 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 3月18日 委託 お遍路さん 9784642057165 ○
雑誌 吉川弘文館 日本歴史  ２０１１年４月号(755) 日本歴史学会 編集 Ａ５ 743 3月18日 委託 - ○

歴史一般 吉川弘文館
太平記の里 　新田・足利を歩く
歴史の旅

峰岸純夫著 Ａ５ 1,900 3月23日 委託 歴史散歩 9784642080521 ○

古代史 吉川弘文館 古墳時代の王権構造 下垣仁志著 B5 19,000 3月31日 注文 王権 9784642093217 ○


