
書店様／図書館様／読者の皆様
2012.7

◆書店様はぜひコーナー展開下さい。注文数を記入して番線印を押してＦＡＸして下さい。各社に連絡します。

◆図書館、読者の皆様お取り付けの書店にお渡し下さい。お名前の記入をお忘れなく。

『古事記』編纂１３００年　日本の原風景を知る！
出版社名 ISBN  書名／コメント  編 著 者 名 判型 発行年(月) 注文数

古事記　（岩波文庫）
8世紀初めに成立したわが国最古の歴史書・文学書。

古事記　（ワイド版文庫）
8世紀初めに成立したわが国最古の歴史書・文学書。文字の大きなワイド版。

古事記物語　（少年文庫）
ヤマトタケルノミコトの冒険など、古事記の名場面をわかりやすく味わえます。

古事記の読み方　（岩波新書）
古事記の神話空間、時代背景、言葉の特徴、日本書紀との違いなど読み解くため

古事記　修訂版
1973年の初版から補訂版、新訂版を経て、西宮古事記の決定版、６刷出来!!

記紀夜話
『古事記』『日本書紀』にまつわる著者ならではの興味深い話を満載。

記紀夜話Ⅱ
記紀夜話の第二弾!!『古事記』『日本書紀』にまつわる興味深い話を満載。

記紀夜話Ⅲ
記紀夜話の第三弾!!『古事記』『日本書紀』にまつわる興味深い話を満載。

古事記歌謡　簡注
『古事記』全歌謡112首収録。正確な基礎知識を身につける。現代語訳・索引付。

日本書紀歌謡　簡注
『日本書紀』全歌謡131首収録。正確な基礎知識を身につける。現代語訳・索引付。

古事記研究　歌と神話の文学的表現
神話篇、歌謡と説話篇、会話文と歌謡篇、研究史編の4部構成からなる必読の書。

古事記の研究　
述作者の側から表現意図を受容者の側から文章理解を考える作品論的研究書。

FAX：03-3812-3528 ご担当：　　　　　　　様

国語・国文学出版会／歴史書懇話会
貴店印

書店様／ご出荷条件：返品条件付注文扱い

ご注文は吉川弘文館 歴史書懇話会担当

今年は太安万侶が天武天皇に『古事記』を献上したとされる和銅５年(７１２年)から１３００年目にあ
たります。日本最古といわれる歴史書の誕生を記念して関連書を集めました。

◆お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お電話／

★読者の皆様／定価販売になります！

岩波書店 978400430864X 坂本　勝 新書版

岩波書店 9784001145081 福永武彦作 小B6判

1999

倉野憲司校注 文庫版 \940 1963

2003

\720 2000

\740

岩波書店 9784000070487 倉野憲司校注 B6判

岩波書店 9784003000110

1991

おうふう 9784273036225

1996

2010

おうふう

青木周平 Ａ５判 \18,447

\1,300

2010

おうふう 9784273027483 西宮一民 Ａ５判 \19,000

おうふう 9784273028039

佐佐木隆校注 A5判 \1,900

2005

おうふう 9784273034382 菅野雅雄 四六判 \2,000 2006

2000

おうふう 9784273032326 菅野雅雄 四六判 \2,000 2002

本体価格

Ａ５判 \1,900

佐佐木隆校注 A5判 \1,900

おうふう 9784273031725 西宮一民編

おうふう 9784273033859 菅野雅雄 四六判 \2,000

9784273036195
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出版社名 ISBN  書名／コメント  編 著 者 名 判型 発行年(月) 注文数本体価格

古事記の本性
現存する日本最古の歴史書としての「古事記」の本性を探り出す研究書。

古事記生成の研究　
系譜的言説から物語的叙述が生成される過程を検討、作品的性格を明らかにする。

古事記の表現と文脈
言葉の問題を丹念に拾い上げ、歌の表現と文脈の問題を着実に論究する研究書。

古代文芸の基層と諸相
戦後の『古事記』研究史を緻密に整理し、併せて今後の課題を提示する一書。

古事記と日本書紀の謎
上田正昭・岡田精司・直木孝次郎・門脇禎二各氏が記紀についてやさしく解説　12刷！

古事記の新研究
古事記の内容を再検討し伝承につつまれた真実を解明

源平の武将歌人
源平の武将にとって和歌は、朝廷との交渉に必要不可欠な教養で、政治的手段であった。

古事記を解読する
我々はまだ『古事記』を解読していない。宣長以来の解釈には、謎が残されている。

平家物語転読
「祇園精舎の鐘の音」はゴーンと鳴りっこない。全巻のエッセンスを本書一冊でよむ。

古事記の表現と解釈
日本語史研究の立場から、表記と表現に即した新たな解読を提示する。

記紀皇統譜の基礎的研究
「記紀」共通系譜の異同を明らかにし、古代皇統譜研究に新たな資料を提供する

日本古代の伝承と歴史（美本無し）
王権と氏族の諸様相を『古事記』と『日本書紀』等の伝承史料から解き明かす。

日本の心と源氏物語
『源氏物語』の基層に、『古事記』に代表される神話の聖なる力を見いだす。

歴史のなかの天皇陵
『古事記』に代表される神話時代から近代までの陵墓の歴史をやさしく説く。

日本古代即位儀礼史の研究　思文閣史学叢書
天孫降臨神話などを考察し、即位儀礼の儀式的意味と歴史的意義を明かす。

　　笠間書院 9784305705228

　　笠間書院 9784305002744 日下力著 四六判 \1,900 2006

\2,200 2011

2012

\15,000 2000おうふう 9784273031053 中村啓信 A5判

　　笠間書院 9784305706478

\1,800

\4,200

谷口雅博 Ａ５判

2006

\1,200

高木博志・山田邦和編

汲古書院 9784762942099

　　思文閣出版 9784784214129

上宇都ゆりほ著 四六判

荊木美行 A５判

浅野良一著 Ａ５判

　　思文閣出版 9784784214037 渡里恒信著 A5判

学生社 9784311300662 上田正昭編 Ａ５判

四六判 1992学生社 9784311410161 上田正昭ほか著

\1,800

\2,500 2010

四六判 2009岡野弘彦編

加茂正典著 A5判 1999

A5判

2008

おうふう 9784273033309 志水義夫 Ａ５判

\12,000

山口佳紀

\16,000 2004

多田元 A5判 \15,000 2011

おうふう 9784273035112

おうふう 9784273034788

　　思文閣出版 4784209956 \8,600

2008\6,000

2011

Ａ５判 \12,000 2005

\4,000

風間書房 9784759915006

　　思文閣出版 9784784215140
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出版社名 ISBN  書名／コメント  編 著 者 名 判型 発行年(月) 注文数本体価格

図解　古事記と日本書紀
万城目学氏の推薦オビ付！知識ゼロでもわかる記紀のあらすじ。

よくわかる古事記
日本人なら知っておきたい日本誕生の謎と古代天候家の真実。

古事記不思議な１３００年史
誰が古事記を読んだのか。謎に包まれた、その歴史に迫る。

古事記　－神話と天皇を読み解く
最前線の「古事記」研究を集大成。現代語訳付き624ページ。

古事記以前
『古事記』を古事記以前の目差しで読み直す

古事記の達成　その論理と方法
古事記研究の第一人者が著した名著。

漢字テキストとしての古事記
本当の「古事記」の読み方がわかる！

古典日本語の世界　漢字がつくる日本
日本人の思考ベースを培ってきた「古典日本語」とは何かを描きだす。

古典日本語の世界 二　文字とことばのダイナミクス
「古典日本語」の深淵にせまる第2弾！

記紀の神話伝説研究
記紀に載録された神話や伝説はどのような観念・思想に基づいて創られたのか。

新羅の神々と古代日本
日本全国に存在するスサノオノミコトを祀る新羅神社と渡来系の人びとの痕跡を探る。

伊勢神宮と古代日本
伊勢神宮原初期の歴史を民俗学の成果を援用し解明する。

倭の五王と二つの王家
虚構の人物とされていたホムツワケ王を初代天皇とする独自の論を展開する

継体天皇と王統譜
議論の絶えない継体天皇の出自についてその系譜や事績を総合的に捉え直す。

古事記神話の研究
背景となる時代や氏族伝承を検証、天武天皇や持統天皇の神話への関わりを考察。

新人物往来社 9784404041869 菅野雅雄編著 四六判 \3,500

新人物往来社 9784404041869 斎藤英喜著 四六判

\1,500

\5,000

\2,200

\2,400

2012

\1,400 2012

A5判

\1,900

\9,000

2009

\2,500

寺川眞知夫著 Ａ５判 2009\11,000

東京大学出版会 9784130800327 神野志隆光

\1,800

塙書房 9784827301090

\2,200

A5判 2009

2007

A5判

四六判 \2,000 2011

新人物往来社 9784404040084

新人物往来社 9784404037329 島崎晋

森村宗冬

東京大学出版会

2007

東京大学教養学部
国文・漢文学部会編

A5判

東京大学出版会 9784130830447 神野志隆光 A5判

9784130830454

\2,400

1983

9784130830577
東京大学教養学部
国文・漢文学部会編

A5判 2011

同成社 9784886212917 出羽弘明 四六判 2004

同成社 福島秋穂9784886212573

同成社

前田晴人 四六判 2009

本位田菊士 四六判

前田晴人 四六判 2010

2002

\952 2011
四六
変形判

大修館書店 9784469232653 工藤隆著

9784886214713

同成社 9784886215154

同成社 9784886215017

東京大学出版会
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出版社名 ISBN  書名／コメント  編 著 者 名 判型 発行年(月) 注文数本体価格

古事記を読む　（歴史と古典）
「歴史学」と「古典文学」の両面から読み解く、これまでにない古事記の世界

古事記のひみつ　（歴史文化ライブラリー229）
古事記の序文は偽物だった！？　神話から「歴史」の成立を探る。

古事記の世界観　（歴史文化セレクション）
『古事記』とは何か。古事記研究の第一人者が独自の世界観をわかりやすく解く。

古事記の歴史意識　（歴史文化ライブラリー229）
全巻を貫く皇統譜と物語を分析し、『古事記』のもくろむ歴史の構想を読み解く。

日本神話を語ろう　（歴史文化ライブラリー325）
イザナキ・イザナミの国生み・神生み物語を中心に、『古事記』神話をわかりやすく読み解く。

荒ぶるスサノヲ、七変化　（歴史文化ライブラリー346）
パワフルに姿を変え成長するスサノヲの魅力に迫り、底深い日本の宗教文化を読み解く。

アマテラスと天皇　（歴史文化ライブラリー334）
天皇制の政治神話を解明し、「象徴」天皇制を考える。

神々と肉食の古代史
女神も卑弥呼も肉が好き。神話の世界から、古代人の実像に迫る。

神話と古事記・日本書紀　（直木孝次郎 古代を語る３）
記・紀はどのように成立し、どこが違うのか？　その物語の虚構性を解く！

神話と歴史　（歴史文化セレクション）
「神話」問題に、鋭い批判と厳しい良心で取組んだ名著。今よみがえる！

古事記の文字世界
文字と言葉に対する深い洞察と思索の上に成立つ、その論理と構造を解明。

伊勢神宮の成立（歴史文化セレクション）
アマテラスは何故、伊勢に祀られたか。伊勢神宮創立の歴史を解明し本質を問い
直す。

日本武尊　（人物叢書）
東奔西走する悲劇の皇子－武勇と恋愛織りなす古代英雄のロマンを鮮かに解
明
本居宣長　（人物叢書）
「古事記伝」を著わし、国学の基礎を築く。その学問・思想と生涯を精緻に描く。

中村修也著

\12,000

四六判

直木孝次郎著 四六判

2007\1,700吉川弘文館

2008\2,800

吉川弘文館 9784642057257

2008

\1,700

9784642056298 三浦佑之著

2011

\2,600

吉川弘文館

9784642078849 2008

直木孝次郎著 \2,300

吉川弘文館 9784642056601 矢嶋　泉 著 四六判

2007

四六判

\1,800

\2,200

吉川弘文館 9784642063449 神野志　隆光 著 四六判

吉川弘文館

吉川弘文館 9784642057462

2008

9784642063517 田村　圓澄 著 四六判 2009

9784642062961

\2,800

四六判

上田　正昭 著 四六判

吉川弘文館 9784642057349 千葉　慶 著

吉川弘文館

吉川弘文館 9784642085243 矢嶋　泉著 Ａ５判

吉川弘文館 9784642050241

吉川弘文館 9784642071505

1960

四六判 \1,700 2012

四六判 \1,800 2011

2006

\1,700

吉川弘文館 9784642051101 城福　勇 著 四六判 \2,000 1988

\2,200

2011

平林　章仁 著 四六判

斎藤　英喜 著

三浦佑之編 四六判

吉川弘文館 9784642079778
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