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9784784217915 碇の文化史 佛教大学研究叢書25 石原渉著 ¥5,800 201503 考古学 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217915

9784784217663 日本古代の武具
『国家珍宝帳』と正倉
院の器仗

近藤好和著 ¥8,500 201409 古代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217663

9784784217809 平安時代陰陽道史研究 山下克明著 ¥8,500 201501 古代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217809

9784784217946 日記・古記録の世界 倉本一宏編 ¥12,500 201504 古代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217946

9784784217472 怨霊・怪異・伊勢神宮 山田雄司著 ¥7,000 201406 中世 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217472

9784784217595 東寺百合文書　第十一巻 チ函三 京都府立総合資料館編 ¥9,500 201409 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217595

9784784217731 日本中世の地域社会と仏教 湯之上隆著 ¥8,000 201410 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217731

9784784217526 花園院宸記 第23回配本 第34巻 宮内庁書陵部編 ¥380,000 201405 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217526

9784784217168 陽明叢書 記録文書篇 第９輯 法制史料集 陽明文庫編 ¥12,000 201409 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217168

9784784217793 中世寺院社会と民衆
衆徒と馬借・神人・河
原者

下坂守著 ¥7,500 201411 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217793

9784784217649 日本中世の環境と村落 橋本道範著 ¥8,400 201502 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217649

9784784217335 中世後期の香文化 香道の黎明 本間洋子著 ¥8,200 201404 中世
日本図書館協会選定図書　第
10回林屋辰三郎藝能史研究奨
励賞受賞

http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217335

9784784217465 『作庭記』と日本の庭園 白幡洋三郎編 ¥5,000 201404 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217465

9784784217687 大航海時代の日本と金属交易
別府大学文化財研究
所企画シリーズ③

平尾良光・飯沼賢司・村井章
介編

¥3,500 201410 中世 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217687

9784784217328
在京大名細川京兆家の政治
史的研究

浜口誠至著 ¥6,500 201404 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217328

9784784217441 住心院文書
首藤善樹・坂口太郎・青谷美
羽編

¥6,000 201404 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217441

9784784217953 近世の公家社会と京都
集住のかたちと都市
社会

登谷伸宏著 ¥8,000 201503 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217953
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9784784218004 徳川社会と日本の近代化 笠谷和比古編 ¥9,800 201504 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218004

9784784217922 禁裏・公家文庫研究　第五輯 田島公編 ¥12,000 201503 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217922

9784784217984
幕藩政アーカイブズの総合的
研究

国文学研究資料館編 ¥8,500 201503 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217984

9784784217816 天下人の神格化と天皇 野村玄著 ¥7,000 201502 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217816

9784784217847 住友史料叢書 第29回 札差証文　一 住友史料館編 ¥7,500 201501 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217847

9784784217830 熊沢蕃山の思想冒険 山田芳則著 ¥5,000 201501 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217830

9784784217748 緒方郁蔵伝 幕末蘭学者の生涯 古西義麿著 ¥2,500 201411 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217748

9784784217021 幕末期の老中と情報
水野忠精による風聞
探索活動を中心に

佐藤隆一著 ¥9,500 201406 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217021

9784784217496 金鯱叢書 第40輯 史学美術史論文集 徳川黎明会編 ¥9,500 201404 近世

小社発売分は第40輯で終了。
41輯以後は徳川美術館
（TEL052-935-6262）へお問い
合わせ下さい。

http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217496

9784784217144 歴史における周縁と共生 女性・穢れ・衛生 鈴木則子編 ¥6,800 201404 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217144

9784784217229 日中演劇交流の諸相 中国近代演劇の成立 陳凌虹著 ¥8,000 201409 近代 第20回日本比較文学会賞受賞 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217229

9784784217625 住友の歴史　下巻 朝尾直弘監修･住友史料館編 ¥1,700 201408 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217625

9784784217199 ミシンと衣服の経済史
地球規模経済と家内
生産

岩本真一著 ¥6,000 201407 近代 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217199

9784784217823 志を継ぐ 新島襄を語る（十） 本井康博著 ¥1,900 201411 近代　 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217823

9784784217571 襄のライフは私のライフ 新島襄を語る　別巻４ 本井康博著 ¥1,900 201406 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217571

9784784217182 日本庭園像の形成 片平幸著 ¥4,000 201405 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217182

9784784217533 技術と文明 第35冊
18巻2号 日本産業技
術史学会誌

日本産業技術史学会編 ¥2,000 201405 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217533
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9784784217762 技術と文明 第36冊
19巻1号 日本産業技
術史学会誌

日本産業技術史学会編 ¥2,000 201409 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217762

9784784218035 技術と文明 第37冊
19巻2号 日本産業技
術史学会会誌

日本産業技術史学会編 ¥2,000 201504 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218035

9784784217892
近代日本の都市社会政策とマ
イノリティ

歴史都市の社会史 杉本弘幸著 ¥7,200 201503 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217892

9784784217885 近代日本〈陳列所〉研究 三宅拓也著 ¥7,800 201503 近代 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217885

9784784217700
幕末・維新の西洋兵学と近代
軍制

大村益次郎とその継
承者

竹本知行著 ¥6,300 201412 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217700

9784784217373 劇場の近代化
帝国劇場・築地小劇
場・東京宝塚劇場

永井聡子著 ¥3,500 201404 近代 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217373

9784784217557 『観経疏之抄』玄義分 下 浄土宗叢書 第二巻
豊田元彦監修／西山禅林学
会発行

¥7,000 201405 宗教 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217557

9784784217502
死して巌根にあらば骨も也た
清からん

寂室元光の生涯 児玉修著 ¥1,800 201405 宗教 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217502

9784784217779 蘭渓和尚語録
蘭渓道隆全集　第1
巻

佐藤秀孝・舘隆志共編 ¥15,000 201412 宗教 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217779

9784784217632 三河　風外本高墨蹟集 虚心坦懐 小原智司著 ¥3,000 201408 美術
カバーなど書籍の外装に多少
の汚れ・傷みがございますので
ご了承ください。

http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217632

9784784217618 近江の古像 高梨純次著 ¥9,000 201408 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217618

9784784217601 元伯宗旦の研究 中村静子著 ¥7,800 201407 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217601

9784784216970
講座 日本茶の湯全史　第２巻
近世

茶の湯文化学会編 ¥2,500 201406 美術 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784216970

9784784217588 片桐石州茶書 茶湯古典叢書７ 谷晃・矢ヶ崎善太郎校訂 ¥15,500 201406 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217588

9784784217564 御茶湯之記 茶湯古典叢書６
川崎佐知子校訂／名和修他
監修

¥15,000 201406 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217564

9784784217434 大徳寺伝来五百羅漢図
奈良国立博物館・東京文化財
研究所編

¥50,000 201406 美術
日本図書館協会選定図書　書
籍の本体に汚れ・傷みがござい
ますのでご了承ください。

http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217434

9784784217519 茶の湯 恩籟抄 戸田勝久著 ¥5,500 201407 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217519
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9784784217854 琳派 響きあう美 河野元昭著 ¥9,000 201503 美術 日本図書館協会選定図書
2016年１月２刷出来 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217854

9784784217908 中国南北朝隋唐陶俑の研究 小林仁著 ¥13,000 201503 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217908

9784784217786 月を愛でる うつろいと輝きの美 逸翁美術館編 ¥1,000 201410 美術 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217786

9784784217755 風俗絵画の文化学Ⅲ
瞬時をうつすフィロソ
フィー

松本郁代・出光佐千子・彬子
女王編

¥7,000 201412 美術 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217755

9784784217298 通天楼日記
横山松三郎と明治初
期の写真・洋画・印刷

冨坂賢・柏木智雄・岡塚章子
編

¥16,400 201404 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217298

9784784217717 日本文学とその周辺
龍谷大学仏教文化研
究叢書33

大取一馬編 ¥8,400 201409 文学 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217717

9784784217458 日仏文学・美術の交流
「トロンコワ・コレクショ
ン」とその周辺 大手
前大学比較文化研究

石毛弓・柏木隆雄・小林宣之
編

¥2,800 201404 文学 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217458

9784784217694 平家物語生成考 浜畑圭吾著 ¥7,000 201412 文学 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217694
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