
書店各位（歴史書ご担当様）

貴店印

 拝啓　日頃は歴史書懇話会への格別なお引き立てをいただき、ありがとうございます。

この度、大震災の被害に遭われた書店さまには、心からお見舞い申し上げます。私どもは、今のような時こそ、皆で力を合わせて

少しでも書店さまのお役に立てるように、企画をご案内申し上げたく存じます。そこで、4月末のウィリアム王子の結婚を記念して、

王・王家関連の歴史書を集めました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  歴 史 書 懇 話 会   〈返条付ご出荷致します〉

　　　　　　　　　　　                           　　お申し込みは、刀水書房・中村まで　　FAX：03-3261-2234
出版社名 ISBN NO.  書      名  編 著 者 名 判型 本体価格 発行年(月) 注文数

ウィリアム王子　プリンセス・ダイアナを英国王室
ウィリアム王子の生い立ちとケイト・ミドルトンの婚約秘話をオールカラーで掲載

ヨーロッパ王室のプリンス・プリンセス
ケイト・ミドルトンをはじめヨーロッパ王室１０家の最新情報満載！オールカラー

ウィリアム王子とケイト・ミドルトン
２０１１年４月に行われる結婚式に向けてウィリアム王子の半生を綴る

百年戦争　中世末期の英仏関係
英仏王族の歴史でもある百年戦争史！　読んで納得の王たちの関係

イギリス近代史を彩る人びと
近代イギリス史を彩るのはやはり王さま・女王さま！(8章の内4章)

王の奇跡 王権の超自然的性格に関する研究、特にフランスとイギリスの場合
サブタイトルを見て下さい。ブロックは英仏の王権の比較を試みています

王はいかに受け入れられたか　政治文化のイギリス史
中世末からダイアナ妃まで。イギリスの王や女王のパフォーマンスを辿る！

ヴィクトリア女王
ヴィクトリア女王学の第一歩。わが国の女帝論争にも一石を投じる

レンズが撮らえた「19世紀ヨーロッパ」
19世紀のヨーロッパを堪能できる。大英帝国王室、万国博に沸き立つイギリスなど

イングランド王国前史
語られなかった英雄たちの物語。この地には７つのアングロサクソン王国があった

4887082694

9784887082311

刀水書房 9784887083653

刀水書房

桜井俊彰

指 昭博編

四六 \1,7009784642057080

【イギリスの王・王家を読む】今オススメの ５１冊！　（歴懇オススメ号外）　　　2011.4月

2002

9784887083790

【Ａ】イギリス史の王・王家を読む

2010

Ａ５

新人物往来社

\2,800

\8,000

\3,000

\3,800

刀水書房 松浦高嶺

吉川弘文館

刀水書房

\1,500

新人物往来社編 Ｂ５ \1,500

2011

新人物往来社

新人物往来社 9784404036513 新人物往来社編 Ｂ５

20119784404036520

2007

9784404040008 渡辺みどり 文庫

9784623046607 川本静子 四六

城戸 毅

\619 2011.4

マルク・ブロック

四六

Ａ５

Ａ５

2010

1998

ミネルヴァ書房

菊５ \1,600 2010

\3,500 2006

海野 弘他山川出版社 9784634150119
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出版社名 ISBN NO.  書      名  編 著 者 名 判型 本体価格 発行年(月) 注文数

イギリスを旅する35章　エリア・スタディーズ
意外と知らないイギリスを紹介。文化、芸術に重きをおいた、ちょっと違った旅行ガ

イギリスを知るための65章　エリア・スタディーズ
「人種のるつぼ」イギリスの歴史をひもとく一冊！

ヴィクトリア朝英国と東アジア

英国と日本
日本協会百年の歴史とエピソードから日英文化交流史の足跡を辿る

「王国」と「植民地」
16～18Cのアイルランドのイギリスとの関係を丹念に分析。美本なし

イギリス社会政策史―救貧法と福祉国家

学校文化の比較社会学―救貧法と福祉国家

イギリス学校体罰史―「イーストボーンの悲劇」とロック

英国らしさを知る事典
イギリスの真の姿を知るための90項目を収録したイギリス文化事典！

イギリス革命論争史
イギリスの市民革命についての学説史。同時代の議論から現代まで

エリザベス朝の裏社会
シェイクスピアの戯曲や“イカサマ読物” etc. から描き出した猥雑な人間模様

女は男に従うもの？　近世イギリス女性の日常生活
男性が書いた当時の手引書から描き出されたイギリス女性の日々！

イギリス教会史
政治権力をめぐる教会の動きを教義と共に明らかにする

階級という言語　イングランド労働者階級の政治社会史
「言語論的転回」 の象徴。現代英国歴史学を代表する著作の一つ

イングランド初期貨幣史の研究
貨幣史を 「歴史学」 として構築。英本国でも注目された！

イングランド中世都市論纂
封建社会成立の基礎としての中世都市研究

明石書店 9784750312576

明石書店 9784750318028 細川祐子編 四六

四六 \1,800 2000

\6,800 2001

Ａ５ \5,800 2002

Ａ５

\2,000

寺崎弘昭 Ａ５

1986

志水宏吉

小嶋 潤

\4,500

四六

G.サルガードー

スーザン・Ｗ．ハル

\2,200

\13,592

\2,500

\7,700

Ａ５

Ａ５

Ａ５

Ａ５

刀水書房

4887083157刀水書房

刀水書房 4887080603

488708093X

東京堂出版 9784490106268

刀水書房 4887080018

東京大学出版会 9784130562027

東京大学出版会 9784130562058

9784130560283

刀水書房 9784887083905

4887081456刀水書房

刀水書房 4887081332

4784212973

大沢真理

辻野 功編

四六

四六

【Ｂ】歴史を読んでイギリスを知る

思文閣出版

Ａ５ \6,800

R.C.リチャードソン

\2,800

Ｇ.ステッドマン・ジョーンズ

田中正義

戸上 一 1992

\3,300

2010

思文閣出版 4784210962

1985

1979

1993

2003

1988

思文閣出版 4784209778 
サー・ヒュー・コータッツィ＆ゴード
ン・ダニエルズ編著／大山瑞代
訳

Ａ５ \8,000 1998

\3,200

\2,600

川本皓嗣・松村昌家編

2003

2006

2002

2003

小池 滋

東京大学出版会

Ａ５ \2,800

四六

山本 正
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出版社名 ISBN NO.  書      名  編 著 者 名 判型 本体価格 発行年(月) 注文数

中世イングランドにおける領主支配と農民
イギリス領主支配の実証的総合研究。特にハイワース地域を中心に

巨大都市ロンドンの勃興
都市共同体的な古い小さなロンドンが巨大化・近代化する

ジェントルマンであること
近代イギリスをリードしてきたジェントルマンとは何か？ 多面的考察

ジェントリから見た中世後期イギリス社会
15世紀ジェントリたちの社会的ネットワークを浮き彫りにする

カナダ・ナショナリズムとイギリス帝国
イギリス帝国の存在がカナダをいかに動かしたか？

イギリス発見の旅　学者と女性と観光客
イギリス人の 「お国意識」 誕生を探る

自由主義とイギリス帝国
17世紀からイラク戦争開戦に至るまでの、イギリスの対外干渉主義を考察する

イギリス宗教改革と光と影
英国における宗教改革史に新たな光を当てる

帝国の長い影
イギリス帝国を中心とする国際関係史の視点から捉え直す、現代世界の構造と変化

イギリスの近代・日本の近代
近代日本の西洋化とキリスト教の意味を問う

イギリス文化５５のキーワード
テーマから読み解く新しいイギリス文化の入門書

石炭で栄え滅んだ大英帝国
産業革命からサッチャー改革まで

近世イギリスの家族史 Ａ５ 2008
産業革命以前のイギリス家族の歴史 、近世の家族の変化を描く

イギリス・ミドルクラスの世界 2008
現在の社会的認識や史料解釈から考察する

イギリス近代史［改訂版］ \2,800
新しいイギリス近代史像を提起する

ヴィクトリア朝ロンドンの下層社会
『パンチ』創設者による大英帝国の裏側ルポ

近代イギリスの歴史
16世紀から21世紀初頭の現在に至るまでのイギリスの歴史をふまえて通観する

刀水書房

ヘンリー・メイヒュー Ａ５ \4,600 2009

2011

4887082371刀水書房

刀水書房 4887082746

Ａ５

2010

2010

\9,800

Ａ５4887081480刀水書房

新井由紀夫

山本 正編

國方敬司

Ａ５

イギリス都市・農村共同
体研究会編

Ａ５

\1,600

\5,000 2011

2005

\4,200

\6,500

\5,800

\7,767

Ａ５

\6,000

\5,500

Ａ５

4887083408

村岡健次

Ａ５

竹内幸雄

9784887083660

Ａ５

指 昭博

Ａ５細川道久

ミネルヴァ書房 9784623059713

ミネルヴァ書房

刀水書房

村岡健次

米山 秀

Ａ５

指 昭博

木畑洋一

Ａ５

\5,000

Ａ５

9784623055333

9784623054367

ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房

9784623050260 岩間俊彦 Ａ５ミネルヴァ書房

山崎勇治 Ａ５ミネルヴァ書房

9784623043859ミネルヴァ書房

\6,500

2008

\6,500

\5,000

2009

2009

\2,400

2003

2010

2007

1993

1999

2000

Ａ５ \3,000

9784623050963

ミネルヴァ書房 9784623055371

ミネルヴァ書房 9784623059027 木畑洋一

木下 卓

9784623050260

ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房 9784623058266

9784623058198

刀水書房 9784887085107
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イギリス史研究入門
誰もが知っている英国、わかりにくいイギリス史。その論点と方法を丁寧に解説

ヒストリカル・ガイド　イギリス
読者に語りかける親しみやすいイギリス史

周縁からのまなざし　もうひとつのイギリス近代
イギリスの周縁的存在からみたもうひとつのイギリス近代史

日本とイギリス　日英交流の400年
約４世紀におよぶ日英交流の軌跡を、経済・外交・文化の視点から綴る

長い18世紀のイギリス　その政治社会
名誉革命体制と呼ばれる時代の連合王国を、大陸や大西洋世界をも視野に入れて考える

アヘンとイギリス帝国　
アヘン戦争後でも終わらなかった国際問題。「もうひとつのアヘン戦争」に光を当てた

空間のイギリス史　
ナショナルな境界を越えて、空間と時間のダイナミズムを探求する川北史学の試み

イギリス史（新版世界各国史）
イギリス通史の決定版！年表や王朝系図など充実した付録を付す

　　　　（歴懇オススメ号外）最終ページ

\3,500 1998

\3,000 2005

山川出版社 9784634414105 川北 稔編 四六

\3,500 2005

山川出版社 9784634694804 川北 稔・藤川隆男編 Ａ５

山川出版社 9784634608504

山川出版社 9784634674516 後藤春美 四六

山川出版社 9784634647107 2002

川北 稔・指 昭博編 Ａ５変 \2,800 2000

宮永 孝

近藤和彦編 四六 \2,800

四六 \1,900 2000

Ｂ６

山川出版社 9784634640368 近藤和彦編 四六 \2,500

\1,900 2000

2010

山川出版社

今井 宏山川出版社 9784634645707

9784634646308
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