
書店各位（歴史書ご担当様）

貴店印

拝啓　大震災から早や2ヶ月余りが過ぎました。皆さま如何、お過ごしですか？

今回は被害に遭われた東北地方の方々と共に頑張ってゆく企画として、東北地方の関連書フェアをご案内致します。

ご発注頂いた書店様にはフェア用のポップをお届け申し上げます。　　　　　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
Ａ．東北地方全般についての本

北太平洋の先住民交易と工芸
北太平洋地域先住民の交易ルートの実態を明かし、文化遺産としての工芸芸術を紹介

東北開発１２０年　
初版以来増刷を重ね、２年前に２０年分を増補、最新の東北論。今東北を考える

東北地域産業史　伝統文化を背景に
東北経済を支える伝統産業、サクランボから南部鉄器までルーツと開発を辿る！

みちのくの古代史　都人と現地人
東北古代史に具体的に現れる人々を実証的に追求した労作

日本人の神と仏　日光山の信仰と歴史
神仏習合の歴史を探り，日光山の民俗文化を例に日本宗教の重層性を解明する

日本のミイラ信仰　　　
出羽湯殿山を中心に特異なミイラ信仰の系譜を辿り，その深層を鮮やかに解明した即身仏研究

神仏習合の聖地　
出羽三山,など全国的に著名な聖地12か所の発祥と展開，地域的多様性を総合的に提示

みちのく古代　蝦夷の世界
最新の発掘成果をもとに古代東北世界の実像に迫る

東北の歴史と開発
「東北開発」に焦点を合わせた東北史研究の新しい試み

古代蝦夷を考える
蝦夷の呼び名はなぜエミシ・エゾでなくエビスでなければならないのか

田村麻呂と阿弖流為　古代国家と東北
栄光の名将と悲劇の領袖。二人の英雄の征服と抵抗の歴史

北方伝説の誕生
東北・北海道の夢とロマン。現代にも息づく伝説の｢力｣を探る 

【頑張ろう東北！― 豊かな歴史と文化／力強く生きた人たち】フェア

四六吉川弘文館

2009\1,800

四六吉川弘文館

9784642063401 新野直吉 四六吉川弘文館

9784642063647 高橋富雄

9784642079822 佐々木馨

2010

\2,800 2007

\2,300

山川出版社 9784634602601 大塚初重他

19844887080581 大塚徳郎

岩本由輝

2002

Ａ５ 1994

大塚和義編 \2,8004784210873思文閣出版 四六

刀水書房

法藏館

1991

1973

刀水書房 488708160X

\1,748

\2,000

\2,400

\2,400 2002

1999

\4,660

四六

Ａ５

四六

四六

Ａ５

岩本由輝

4887082922刀水書房

菅原信海

山川出版社 9784634612709 高橋富雄

\3,200

\3,400法藏館 9784831875594 村山修一 A５

法藏館 9784831856760

2006

9784831872449 内藤正敏

2001\2,400四六
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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

古代を考える　多賀城と古代東北 
多賀城とは何か。古代東北史研究の問題点を提示！

平泉中尊寺（歴史文化ライブラリー59）
 中尊寺仏教文化研究所所長が藤原氏とその文化の意味を解き明かす

奥州藤原氏　その光と影
世界文化遺産決定！かぎりないロマンが歴史を織りなす―みちのく平泉

蝦夷と東北戦争（戦争の日本史　3）
「征夷」の真実とは何か！東北戦争のすべてが今、明らかになる

東北の争乱と奥州合戦（戦争の日本史　5）
前九年・後三年・奥州合戦伝説の宝庫を探り、東北と源氏との戦争の全貌

古代の蝦夷と城柵（歴史文化ライブラリー178）
蝦夷とは何か！南北交流と城柵をキーワードに謎に包まれたその実態に迫る

Ｂ．各地の民俗と歴史の本

青森県の教育史　都道府県教育史シリーズ
青森の教育・文化に貢献した人物をとりあげ、教育的事跡を紹介

 秋田県の教育史
秋田の教育・文化に貢献した人物をとりあげ、教育的事跡を紹介

 医界風土記　北海道・東北篇 
郷土に根ざした先達の足跡と業績にはたゆまぬ医療をめぐるドラマ。美本なし

福島県　謎解き散歩

もう一つの遠野物語［追補版］
水野葉舟・佐々木喜善によって書かれたもう一つの「遠野物語」の発見

歴史としての相馬　花は相馬に実は伊達に
相馬に育ち相馬を愛する著者の相馬に送る讃歌

栗原の歴史と民俗［増補新版］
築館高・同女高に長く教鞭をとった著者による力作

野添憲治 九十九章
秋田の野添憲治氏による，農山村問題への発言

金成の史跡散歩
縄文時代から明治まで各時代にわたる史跡探訪のハンドブック

仙台漂民とレザノフ　幕末日露交渉史の一側面No.2
石巻の漁師たちが遭難，日本人初の世界一周をすることになる

葛西富夫

戸田金一

新人物往来社 9784404040244

1984四六

四六

\1,800

\2,039

\2,500

文庫 \667 2011

四六 1985\1,800

四六

2004

吉川弘文館 9784642063159 関 幸彦 四六

四六 \1,700

吉川弘文館 9784642063135 鈴木拓也

吉川弘文館 9784642055789 熊谷公男

四六

四六9784642021968

吉川弘文館 \2,100

吉川弘文館

9784642063531 高橋富雄 四六

吉川弘文館 9784642054591 佐々木邦世

\3,000 2006

2009

青木和夫編

\2,500 2009

\1,700 1999

酒井シヅ監修

小桧山六郎

\3,500

四六

1997

1994

金野 正

思文閣出版

思文閣出版

四六

四六 \2,800

4887082576

\2,200

四六 \1,748

4887081987

野添憲治

Ａ５

4784203818

4784203796

4784208593

4887082150

思文閣出版

刀水書房

刀水書房

刀水書房

木崎良平

岩本由輝

刀水書房 4887081162

2006

1997

2000

\1,900

1994

刀水書房 9784887081307 岩本由輝

1992

1996

\369刀水書房 4887081375 金野 正 文庫

2 / 7 ページ 歴史書懇話会＊　＊　号外３［頑張ろう東北！］.xls



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

会津という神話　MINERVA人文・社会科学叢書158
白虎隊、佐川官兵衛等。「朝敵」という汚名を雪ぐべく苦闘した人々の軌跡

白河郡衙遺跡群-古代東国行政の一大中心地-
大化改新前後の陸奥白河郡で活躍した地方豪族の動向を探る

秋田城跡-最北の古代城柵-
発掘された遺構や出土遺物などから秋田城の実態に迫る

宮畑遺跡-南東北の縄文大集落-
三内丸山に匹敵する巨大柱穴で注目された集落遺跡を解説

根城跡-陸奥の戦国大名南部氏の本拠地-
主殿や本丸の確定作業から建築物の復元・完成に至るまでの道程を解説

多賀城跡-古代国家の東北支配の要衝-
周辺の多賀城廃寺や国府城など広範囲にわたり考古学的に分析

志波城・徳丹城跡-古代陸奥国北端の二城柵-
歴史的経緯から兄弟とも言われる二つの城柵を考古学的に分析

郡山遺跡-飛鳥時代の陸奥国府跡-
石組池などの遺構配置から当時の官衙の姿を推定する

世界遺産　縄文遺跡
北海道・東北地方に広がる主な縄文遺跡を豊富な図版とカラー写真で紹介

出羽天領の代官
名代官や不良代官などを紹介しつつ幕府の民衆支配の実態に迫る

黒川能と興行
出羽国黒川村に500年にわたり受け継がれてきたその歴史を辿る

ハンセン病者の軌跡
青森県の北部療養所等に入所する患者の肉声をとりあげ苛酷な歴史を振り返る

文化遺産と地域経済
文化遺産の保護と経済効果について三内丸山等を取り上げ分析

遺跡と観光
三内丸山等を例に遺跡と観光の関係を経済学の立場からわかりやすく提言

青森県の歴史

岩手県の歴史

\2,500

\2,000

本間勝喜

9784886215666 小林慧子

同成社 9784886215642 澤村 明 四六 \1,600 2011.5

2010.12

9784886212795 桜井昭男 四六 \2,600

2011.5

2003.9

2010.4

2000.9

四六

2009.2

同成社

同成社 長島榮一 四六

Ｂ５ \1,300

四六

\1,800

同成社 9784886213761

高倉敏明 四六 \1,800 2008.9

佐々木浩一 四六 \1,800

斎藤義弘 四六

四六 \1,800 2006.7

鈴木 功 四六 \1,800 2006.5

同成社

同成社 9784886213549

小林達雄編

9784886213600

\1,900

澤村 明 Ａ５

伊藤武士

Ａ５

\1,800

長谷川成一他

田中 悟

四六

西野 修

9784634320208

9784886214522

9784886214980

9784886214577

9784886214706

9784886212061

9784886213815

\6,500

1999

9784623056361

同成社

同成社

同成社

同成社

同成社

同成社

山川出版社

ミネルヴァ書房

同成社

2000

2006.12

\1,900

2008.10\1,800

\2,800

2010

四六

9784886215437

四六

山川出版社 9784634320314 細井 計他

2007.2
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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

宮城県の歴史

秋田県の歴史

山形県の歴史

福島県の歴史

津軽・松前と海の道（街道の日本史　3）
津軽と北海道を結びつけた津軽海峡。古代蝦夷の世界など、北方交流

下北・渡島と津軽海峡（街道の日本史　4）
津軽海峡で結ばれ独自の文化圏を形成していた海峡文学の舞台＝下北・渡島の地域像

三陸海岸と浜街道（街道の日本史　5）
大津波に襲われた地域の歴史。気仙・ら陸前高田・大船渡・釜石・大槌・山田・宮古・田老・八戸

南部と奥州道中（街道の日本史　6）
啄木・賢治ら多くの文化人を育んだ南部。中央に対する抵抗と飢饉の苦難の歴史

平泉と奥州道中（街道の日本史　7）
世界文化遺産登録が決まった平泉。北上川と奥州道中の多彩な歴史と文化を再発見

仙台・松島と陸前諸街道（街道の日本史　8）
みちのくの都〈仙台〉と奥の細道をゆく

北秋田と羽州街道（街道の日本史　9）
厳しい自然環境の中で創り上げた独特の文化｡安藤昌益らを生み出した北秋田の個性

雄物川と羽州街道（街道の日本史　10）
奥羽・出羽山々の沢水を集める雄物川、川沿いの羽州街道

最上川と羽州浜街道（街道の日本史　11）
山形・新庄盆地から庄内平野をへて港町酒田へ

会津諸街道と奥州道中（街道の日本史　12）
磐梯・安達太良の山々に育まれた地に、白虎隊や民権運動などの抵抗の歴史と文化

北茨城・磐城と相馬街道（街道の日本史　13）
福島原発の地元。陸前浜街道を北茨城から相馬へ。装飾古墳、相馬野馬追

Ｃ．力強く生きた人々の紹介

芭蕉の文墨 　その真偽
偽物が多いと定評のある芭蕉作品の真偽をめぐる諸種の話を披露

9784642062114 横山昭男編 四六 \2,300

2002

吉川弘文館

吉川弘文館 9784642062138 誉田 宏編 四六 \2,500 2003

四六 \2,300吉川弘文館 9784642062121 安在邦夫編

2004

吉川弘文館

2001

2001

吉川弘文館 9784642062091 佐々木潤之介編

\2,600

\2,3009784642062107 國安 寛編 四六

吉川弘文館 9784642062084 難波信雄編 四六

四六 \2,300 2000

吉川弘文館

四六 \2,5009784642062077

9784642062060 細井 計編 四六

2003

2002

吉川弘文館 9784642062053 瀧本壽史編 四六 \2,600 2004

\2,300

大石直正編

吉川弘文館

\2,300

長谷川成一編

2001浪川健治編 四六

9784634320604

9784642062039

9784642062041

2001吉川弘文館

塩谷順耳他 四六

四六 \1,900

1997

1999

横山昭男他 四六 \1,900

9784634320413

9784634320512

四六 1997山本唯一 \2,0004784209476

山川出版社

山川出版社

山川出版社

山川出版社

思文閣出版

吉川弘文館

\1,900 2001

1998

渡辺信夫他

9784634320710 丸井佳寿子他 四六 \1,900

四六 \2,300
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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

石川啄木入門
岩手出身の石川啄木とその文学を知るには最適の入門書。美本なし

精神病医 齋藤茂吉の生涯　
山形出身の斎藤茂吉。その精神科医茂吉と歌人茂吉との相克を描く

きき書き六万石の職人衆　相馬の社会史
相馬に生き残った100種の職人の聞き書き。明治・大正・昭和の社会史

東北開発人物史　15人の先覚者たち
幕末以来、東北を代表する15人の経済人を通して見えてくる東北の発展

近代知識人の西洋と日本-森口多里の世界-
岩手出身の美術評論家森口多里の生涯を紹介する

斎藤茂吉　ミネルヴァ日本評伝選
第22回「斎藤茂吉短歌文学賞」受賞。「国民歌人」の大いなる虚像と実像に迫る

支倉常長　ミネルヴァ日本評伝選
日本初の西洋使節として成功を収めた歴史的意義を検証する

吉野作造　ミネルヴァ日本評伝選
大正デモクラシー期の「民本主義」提唱した政治学者の新たな人物像

雪村周継　ミネルヴァ日本評伝選
雪舟と対象的な躍動感と高揚感ある異色な画風を展開した

陸羯南 ミネルヴァ日本評伝選
NHK「坂の上の雲」で佐野史郎さん熱演。「自由に公論を代表す」

高村光太郎　ミネルヴァ日本評伝選
近代日本を代表する詩人・彫刻家。「智恵子と遊ぶ夢幻の生」

佐竹曙山　ミネルヴァ日本評伝選
江戸後期の秋田藩主・佐竹曙山。「画ノ用タルヤ似タルヲ貴フ」

古代東北史の人々
古代東北には、蝦夷と呼ばれた人々から平泉に至るまで多彩な人間の営みがあった

坂上田村麻呂（人物叢書）
渡来系氏族の裔より征夷大将軍、大納言に昇進。蝦夷征討を中心に全生涯を描く 

源義家（人物叢書）
世界文化遺産「平泉」！僻遠の奥州に燦然たる文化と富裕な平泉王国を建設

奥州藤原氏四代（人物叢書）
江戸後期、東北・北海道の各地を巡り、民俗学の先駆となる貴重な記録を残した生涯

1980

1992

四六

1985

吉川弘文館 9784642051668

B５変 \1,942

吉川弘文館 9784642050944 高橋富雄 四六

遊座昭吾・近藤典彦編

四六 \1,800

\1,800

\3,000

1989

19869784642050456 高橋 崇 四六 \1,900吉川弘文館

\1,900 2009

9784886213853

安田元久

吉川弘文館 9784642063548 新野直吉

四六 \2,600

松田宏一郎

四六 \3,000

四六

赤澤英ニ 四六

秋山真一

四六

四六 \1,800

岡田靖雄

岩本由輝4887080107

\3,000

\2,800

\2,400

四六

2006

2007

四六

ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房

同成社

ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房

ミネルヴァ書房

思文閣出版

思文閣出版

4784207430

田澤晴子

品田悦一9784623057825

9784623048779 田中英道

4784210563

9784623046768

9784623052806

ミネルヴァ書房

\2,800

1998

2008

2010

2007.3

刀水書房 488708224X 岩本由輝

2000

四六

\2,200 2003

\3,000

ミネルヴァ書房 9784623048779 湯原かの子 四六

刀水書房

9784623039685 成瀬不二雄 四六

2008

\2,500 2004

97846230
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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

伊達政宗(人物叢書）
秀吉・家康の政権下、独眼よく奥羽を制覇し屈指の大藩築く

支倉常長（人物叢書）
伊達政宗に見出だされ、慶長遣欧使節としてローマ教皇に謁見した仙台藩士

只野真葛（人物叢書）
江戸後期、仙台で生まれ育ち、女性解放を唱えた早すぎた人生

菅江真澄（人物叢書）
江戸後期、東北・北海道の各地を巡り、民俗学の先駆となる貴重な記録を残した生涯

河野広中（人物叢書）
福島県三春出身の明治・大正の大政治家。自由民権から普通選挙法まで人生を描く

陸羯南（人物叢書）
弘前で生まれナショナリズムの問題を追究した明治日本の孤高のジャーナリスト

Ｄ．東北関連の論文

十和田湖が語る古代北奥の謎
小坂町でのシンポジウムのまとめ。平安前期の十和田湖最終噴火の実態など

中世北方の政治と社会
奥州藤原氏の北奥支配、交易を基盤とする安藤氏武士団など、自立的な東北の歴史

近世社会福祉史料・秋田感恩講文書
文政１２年、秋田藩御用商人の那波三郎右衛門が設立した困窮者救済団体の史料

飢饉から読む近世社会
飢饉で死ぬ人の数は、戦争で死ぬ数よりも多い。主として東北地方の実態を考察した

戦国期城館群の景観
伊達氏系城館群・最上氏系城館群を中心に、境界と領域の問題を考察した

近世鉱山社会史の研究
東北地方における鉄山支配など、鉱山社会史研究の視点から考察

大槻玄沢の研究
大槻玄沢について、各分野のエキスパートが論じる初の総合研究書

洋学史論考　思文閣史学叢書
大槻玄沢・高野長英・小関三英らの諸業績の分析を通して洋学の受容と発展を解明

雲居和尚年譜
今なお東北で語り継がれている名僧。その生涯と思想を浮き彫りにする

日本近世の宗教と社会
奥州と関東を主に、近世の仏教・神道・修験道等と地域社会の関わりを考察。新刊

1987\1,900

9784642052412 

五野井隆史

2008

吉川弘文館 9784642050135

\1,900

四六 \2,000吉川弘文館

小林清治

吉川弘文館 9784642052511 長井純市 四六 \2,100 2009

9784642052481 関 民子

Ａ５ \7,000

吉川弘文館

菊池勇夫 四六吉川弘文館

校倉書房

校倉書房 4751730401

4751734709 菊池勇夫 Ａ５ \8,000

校倉書房 9784751742303 大石直正 四六 \3,800

校倉書房 4751737503 義江彰夫・斉藤利男他編著 四六 \3,800

\7,800

478420900X 

Ａ５

Ａ５

Ａ５

Ａ５洋学史研究会編

荻慎一郎 Ａ５

4751732900 松岡進

有山輝雄

思文閣出版

校倉書房

吉川弘文館

思文閣出版

Ａ５ \7,800

佐藤昌介

青木美智男監修

978464205227

思文閣出版

9784642052399

2003

\2,100

1991

1993

1983

\7,000

\12,800

2007

四六

四六

四六

1996

2011

思文閣出版

思文閣出版

菅野洋介

478420623X

4784207821

4784204288

9784784215720

平野宗浄

2007

\7,800

\6,000

\2,100
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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

逸脱する百姓　菅野八郎からみる19世紀の社会
幕末期における福島の世直し一揆の指導者、菅野八郎の実像を捉え直す

村と土地の社会史　若干の事例による通時的考察
山形県や岩手県等の事例により古代から現代までを見通して論じる

市場経済の形成と地域　18・19世紀の福島信達地方と蚕糸業
有数な蚕糸業地域の膨大な地方文書からの分析

岩手県の勧業政策と農会　日本の近代化と東北開発のはざまで
在地の農会を中心とする勧業政策の成果を掘り起こす

現代農村における「家」と女性　庄内地方に見る歴史の連続と断絶
山形県庄内地方の事例研究，日本村落研究学会研究奨励賞受賞

近世武家の「個」と社会　身分格式と名前に見る社会像
仙台藩伊達家を対象に、「名」を素材に近世社会の歴史像を描く本邦初の試み

古代東北仏教史研究
７～９世紀を対象に東北地方における仏教受容の特色と仏教の果たした役割を考察

遮光器土偶と縄文社会
遮光器土偶の用途について「想念」をめぐらし縄文人のメンタリティに迫る

出羽の古代土器
秋田県出土の須恵器を中心とする古代土器についての長年の研究成果をまとめる

蝦夷の考古学
考古学的方法を駆使しつつ、通説と異なる蝦夷の実像に迫る

古代蝦夷社会の成立
律令国家との接触過程で蝦夷の社会が変容し形成されていく様相を分析する

北の防御性集落と激動の時代
古代末各地に出現した周壕をもつ「防御性集落」について考察する

企業城下町の形成と日本的経営
岩手県釜石市を事例に日本的経営の構成要素とその特質について分析

旧石器遺跡捏造事件
遺跡はどのように捏造されたのか。渦中にあった調査官が明らかにする

都市平泉の遺産（日本史リブレット）
貴重な都市遺産の魅力に現地の視点から迫る

「資源繁殖の時代」と日本の漁業（日本史リブレット）
岩手県の資源繁殖政策

松石泰彦

Ａ５変

Ａ５

Ａ５

\2,800

菊

\800

Ａ５

Ａ５

\7,600

\7,000

Ａ５変

Ａ５

\800

\7,000

\3,800

4887081057刀水書房

刀水書房

須田 努編著

刀水書房

同成社 9784886213631

刀水書房

9784490207149

山川出版社

9784887083554

4887081642

4887083424

刀水書房 4887082223

同成社

2007

\8,544

2007

1989

2003

2005

2010.7

2006.8

2010.8

1994

2011

2008.4

2001.2

1998

堀田幸義

利部 修 \8,000

長谷部 弘

永野由紀子

三浦黎明

金子昭彦

\6,000

\4,500

入間田宣夫

松本建速

Ａ５

岡村道雄

Ａ５

窪田大介 A５

Ｂ５

四六

岩本由輝

9784634150089

同成社

山川出版社

Ａ５

山川出版社 9784634541801

高橋美貴

同成社 9784886212177

9784634541801

八木光則

9784886213624

9784886215321

Ａ５

三浦圭介・小口雅史・
斎藤利男編

Ａ５

同成社

9784886214195

法藏館 9784831873774

同成社

9784886215345

\8,000

\1,600

\6,000 2006.8

2010

\6,000

2010東京堂出版 \6,500
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