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刊書を発送かをご明示ください。送料は一回ごとに加算されます。

■ご注文時にメールマガジン新規ご登録で送料サービスいたします■
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ります。ご了承下さい。万一ご不要の場合は、ご返送を受け付けますのでご連絡下さい。
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さい。
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賀茂信仰の歴史と文化
橋本政宣・宇野日出生 編

▲

A5 判・258 頁／本体:定価 7,800円(税別）

ISBN978-4-7842-1978-0
［2020年５月刊］

神社・神道研究のみならず、地域史・政治

史・社会経済史・文化史、さらに文学・芸

能・音楽・民俗ほか幅広い分野の研究に資

するという視点で神社史料の有効活用・研

究の深化普及を目的として結成された神社

史料研究会（代表・橋本政宣氏）の研究成

果より、賀茂信仰について特集する。

神社史料研究会代表
東京大学名誉教授

はじめに 橋本 政宣（舟津神社）

賀茂社祭神とその歴史的変遷 嵯峨井 建（京都國學院）

建築と祭儀から見た賀茂社本殿の意義 黒田 龍二（神戸大学）

賀茂御祖神社社殿の変遷 京條 寬樹（賀茂御祖神社）

鴨社古図（賀茂御祖神社絵図）と賀茂社御参籠 樋笠 逸人（九州国立博物館学芸部）

上賀茂社の忌子 森本ちづる（明治神宮百年誌編纂室）

上賀茂神社競馬会神事の儀式次第の変遷 山本 宗尚（岩戸落葉神社）

賀茂下上社の雨乞いと朝廷の祈雨再興 間瀬久美子 （千葉経済大学）

「御棚会神事と賀茂六郷」補遺 宇野日出生（京都市歴史資料館 小槻大社）

思文閣出版 〒 605-0089 京都市東山区元町 355 Tel: 075-533-6860 Fax: 075-531-0009
http://www.shibunkaku.co.jp e-mail: pub@shibunkaku.co.jp
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戦国・織豊期
大坂の都市史的研究

大澤研一 著
A5判上製・584頁／定価:本体13,300円（税別） ISBN978-4-7842-1963-6 【2019年3月刊行】

16世紀から17世紀初頭にかけて大坂は都市としてどのような構造と特質を有し、どのような変

遷を遂げたのか。文献をはじめこれまで未活用だった絵図や出土遺物の墨書など、多彩な史料を

駆使して都市大坂の変容過程を具体的に実証し、都市史における意義を明らかにする。

思文閣出版
〒605-0089 京都市東山区元町355 tel.075-533-6860 fax.075-531-0009

https://www.shibunkaku.co.jp E-mail:pub@shibunkaku.co.jp

第一部 中世大坂の歴史環境と都市

第一章 中世大坂の道

第二章 『日本一鑑』所収「滄海津鏡」の基礎的検討――十六世紀大阪湾周辺の地形と港湾都市

第三章 渡辺の都市構造について

第四章 中世上町台地の宗教的様相――四天王寺を中心に

第五章 摂津国平野の成立と変容

第二部 寺内町の成立と展開

第一章 真宗寺内町の構造と展開――山科寺内町を軸に

第二章 蓮如の大坂進出の前提――浄照坊の動向を中心に

第三章 大坂寺内の空間構造――古地形と町の観点から

第四章 摂河泉における戦国期本願寺の地域編成

第五章 中近世移行期における在地寺内町の動向――摂河泉を中心に

第三部 豊臣大坂城下町の成立と展開

第一章 豊臣大坂城下町の建設――初期を中心に

第二章 文献史料からみた豊臣大坂城の空間構造

第三章 文献史料からみた豊臣前期大坂城の武家屋敷・武家地

第四章 豊臣期大坂城下町の寺町考――城南寺町を中心に

第五章 大坂の陣後の町の復興と玉造地区の武家地転換――高津屋史料の紹介をかねて

補論１ 「丁目」史料からみた豊臣大坂城下町の空間構造

補論２ 「石山」呼称の再検討――豊臣大坂城評価の観点から

おおさわ・けんいち…1962年岩手県生．大阪市立大学文学研究科前期博士課程史学専攻中退，博士（文学）．大阪歴史博物館学芸課長．

目

次



植民地帝国日本における
松田利彦 編 知と権力

Ⅳ 帝国の知と欧米世界の知

植民地官僚の統治認識
加藤道也（大阪産業大学経済学部 教授）

志賀潔とロックフェラー財団 松田利彦

日本の植民地医学から東アジア国際保健機構へ
劉士永（上海交通大学歴史系 特聘教授）

戦前期における法学者・鵜飼信成の法学研究についての
一試論 長沢一恵（近畿大､天理大､奈良大､佛教大 非常勤講師）

Ⅴ 被支配民族の知

朝鮮の開化派官僚・尹雄烈が描いた近代と日本
山本浄邦（佛教大学総合研究所 特別研究員）

忘れられた独立運動家、李達
小野容照（九州大学大学院人文科学研究院 准教授）

植民地台湾からの「留学生」郭明昆
紀旭峰（早稲田大学地域・地域間研究機構 研究院准教授）

台湾における近代性と民族性の葛藤
何義麟（国立台北教育大学台湾文化研究所 教授）

Ⅵ 脱植民地化／脱帝国化と知の再編

戦後朝鮮統治関係者による朝鮮統治史編纂
李炯植（高麗大学校亜細亜問題研究所 副教授）

満洲医科大学における医学博士学位授与について
通堂あゆみ（武蔵高等学校中学校 教諭）

日本の帝国大学における朝鮮人留学生の状況と帝国知識
の連続／非連続 鄭鍾賢（仁荷大学校韓国語文学科 副教授）

白麟済の近代認識と自由主義
朴潤栽（慶熙大学校史学科 教授）

崔虎鎮の韓国経済史研究と東洋社会論
宋炳巻（延世大学校近代韓国学研究所HK研究 教授）

普成専門学校から金日成綜合大学へ
洪宗郁（ソウル大学校人文学研究院 副教授）

思文閣出版
〒605-0089 京都市東山区元町355 tel.075-533-6860 fax.075-531-0009
https://www.shibunkaku.co.jp E-mail:pub@shibunkaku.co.jp

日本の台湾・朝鮮・満洲国などに対する支配において、学問的知識・政策構想・イデオロギー・スローガンなど多
様な形をとって現れた「知」に着目しつつ、「知」が帝国の支配に果たした役割や、植民地支配のなかでの被支配
者の「知」のあり方を考察しようという試み。――国際日本文化研究センター国際共同研究、台湾での合同ワーク
ショップ、韓国での共催シンポジウムの成果。

▲

A5判上製・980頁／定価:本体15,000円(税別) ISBN978-4-7842-1965-0 【2019年3月刊行】

序 （松田利彦）

解 説（松田利彦）

Ⅰ 研究の現状

｢知と権力」からみた植民地帝国
松田利彦（国際日本文化研究センター 教授）

｢台湾島史観」から植民地の知を再考する
陳姃湲（台湾 中央研究院台湾史研究所 副研究員）

Ⅱ 植民地化と知の再編

法学者・岡松参太郎の台湾経験と知の射程
春山明哲（早稲田大学台湾研究所 招聘研究員）

領台初期の原住民調査
中生勝美（桜美林大学人文学系 教授）

俳文学、知識、植民統治の交錯
顔杏如（国立台湾大学歴史学科 准教授）

日本統治期における台湾人家族法と植民地統合問題
曾文亮（台湾 中央研究院台湾史研究所 助研究員）

｢帝国」としての民法学へ
岡崎まゆみ（立正大学法学部 講師）

Ⅲ 植民地官僚の知と植民地在留日本人の知

高等農林学校と植民地の知
やまだあつし（名古屋市立大学大学院人間文化研究科 教授）

農村振興運動と八尋生男の政策思想
本間千景（京都女子大学、佛教大学、龍谷大学 非常勤講師）

日本統治期台湾総督府における技術官僚の出自と
活動分析 蔡龍保（国立台北大学歴史学科 教授）

雑誌『朝鮮仏教』誌上に見る日朝仏教の葛藤
川瀬貴也（京都府立大学文学部 准教授）

女性植民者と帝国の「知」
宮崎聖子（福岡女子大学 教授）

◆内容目次◆



書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）

くずし字辞典　【６刷】
波多野幸彦 監修／
東京手紙の会 編集

6,000 4,800

※ 橋本義彦 解説 14,000 11,200

※ 益田宗 解説 揃34,600 揃27,680

※ 今枝愛真 解説 揃36,000 揃28,800

※ 陽明叢書記録文書篇　第５輯　人車記　全４冊 上横手雅敬 解説 揃48,000 揃38,400

※ 陽明叢書記録文書篇　第７輯　中右記　全４冊 益田宗 解説 揃55,000 揃44,000

※ 益田宗 解説 揃56,000 揃44,800

陽明叢書記録文書篇　第９輯　法制史料集
杉橋隆夫・佐古愛己
解説

12,000 9,600

※ 陽明叢書記録文書篇　別輯　宮城図
村井康彦・瀧浪貞子
解説

18,000 14,400

訓讀註釋 儀式 踐祚大嘗祭儀
皇學館大学神道研究所
編

15,000 12,000

上横手雅敬 解説 既刊揃31,500 既刊揃25,200

上横手雅敬 解説 30,000 24,000

京都大学史料叢書　西山地蔵院文書 早島大祐 編 13,000 10,400

京都大学史料叢書　京都雑色記録　全３巻 朝尾直弘 編 各14,000 各11,200

京都大学史料叢書　吉田清成関係文書　全７冊　既刊６冊　［分売可］
京都大学文学部
日本史研究室 編

既刊揃94,500 既刊揃75,600

京都大学史料叢書　吉田清成関係文書七  書翰篇5･書類篇3
京都大学文学部
日本史研究室 編

21,000 16,800

京都大学史料叢書　安祥寺資財帳
京都大学文学部
日本史研究室 編

5,500 4,400

九条家本延喜式 （一）～（四）［分売可］ 東京国立博物館古典籍叢刊
東京国立博物館古典籍
叢刊編集委員会 編

各15,000 各12,000

※ 御堂関白記全註釈　全1５冊（寛弘２年、初版は品切） 山中裕 編 15冊揃101,300 15冊揃81,040

山中裕 編 5,700 4,560

増補改訂 兵範記人名索引 兵範記輪読会 編 9,000 7,200

※
伊藤俊一・富田正弘・
本多俊彦 編

各6,500 各5,200

京都府立京都学・歴彩
館 編

既刊揃129,500 既刊揃103,600

京都府立京都学・歴彩
館 編

13,500 10,800

住心院文書
首藤善樹・坂口太郎・
青谷美羽 編

6,000 4,800

※ 天龍寺文書の研究 原田正俊 編 14,000 11,200

隔蓂記　全７巻（本篇６巻・総索引１巻） 赤松俊秀 校訂 70,000 56,000

住友史料叢書　既刊3４冊 住友史料館 編 既刊揃315,000 既刊揃252,000

岩倉具視関係史料（全２巻）
佐々木克・藤井讓治・
三澤純・谷川穣 編

24,000 19,200

今村家文書史料集　上巻　中世～近世編 今村家文書研究会 編 8,800 7,040

今村家文書史料集　下巻　近代編 今村家文書研究会 編 9,200 7,360

会沢正志斎書簡集
大阪大学会沢正志斎書
簡研究会 編

11,500 9,200

高雄山神護寺文書集成
坂本亮太・末柄豊・村
井祐樹 編

12,500 10,000

京都大学史料叢書　兵範記　（一）～（三）　［分売可］

東寺廿一口供僧方評定引付　第一期全４巻

東寺百合文書　第１巻（イ函・ロ函一）～第13巻（リ函二・ヌ函一）

京都大学史料叢書　兵範記（四） 範国記　知信記      【５月刊行】

御堂関白記全註釈　寛弘２年【オンデマンド版】【９月刊行】

東寺百合文書　第14巻（ヌ函二）【10月刊行】

思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

日本史史料

陽明叢書記録文書篇　第２輯　岡屋関白記・深心院関白記・後知足院関白記

陽明叢書記録文書篇　第３輯　後法成寺関白記　全３冊

陽明叢書記録文書篇　第４輯　後深心院関白記　全３冊

陽明叢書記録文書篇　第８輯　後法興院記　全４冊

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
インターネット上でも、各書の内容・目次などを見ることができます。https://www.shibunkaku.co.jp/

特価は定価（税別）の２割引です（一部は定価）。
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書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）
思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

藤原道長事典　【２刷】
御堂関白記からみる貴族社
会

大津透・池田尚隆 共編 6,000 4,800

※ 奈良朝人物列伝 『続日本紀』薨卒伝の検討 林陸朗 7,000 5,600

日本古代の武具
『国家珍宝帳』と正倉院の
器仗

近藤好和 8,500 6,800

古代日本の衣服と交通 装う王権 つなぐ道 武田佐知子 6,800 5,440

※ 平安時代の古記録と貴族文化 思文閣史学叢書 山中裕 8,800 7,040

栄花物語・大鏡の研究 山中裕 7,200 5,760

日本古代国家の農民規範と地域社会 坂江渉 9,000 7,200

※ 仁明朝史の研究 承和転換期とその周辺
角田文衞監修／
古代学協会 編

7,000 5,600

日本古代商業史の研究 思文閣史学叢書                          中村修也 7,200 5,760

平安時代貿易管理制度史の研究 渡邊誠 7,000 5,600

※ 平安貴族社会の秩序と昇進 思文閣史学叢書 佐古愛己 7,800 6,240

日本古代文書研究 渡辺滋 9,200 7,360

平安時代陰陽道史研究 山下克明 8,500 6,800

古代太上天皇の研究 中野渡俊治 5,400 4,320

桃裕行著作集　第１巻【オンデマンド版】 修訂版 上代学制の研究 桃裕行 15,200 12,160

桃裕行著作集　第２巻【オンデマンド版】 上代学制論攷 桃裕行 13,900 11,120

桃裕行著作集　第４巻【オンデマンド版】 古記録の研究（上） 桃裕行 8,900 7,120

桃裕行著作集　第７巻【オンデマンド版】 暦法の研究（上） 桃裕行 9,700 7,760

桃裕行 6,700 5,360

※ 法隆寺史 上 古代・中世 法隆寺 編 6,800 5,440

『御堂関白記』の研究 倉本一宏 8,000 6,400

古代寺院史の研究【オンデマンド版】【６月刊行】 菱田哲郎・吉川真司 編 13,000 10,400

古代天皇祭祀・儀礼の史的研究 佐野真人 12,000 9,600

日本古代即位儀礼史の研究【オンデマンド版･2019年8月刊行】 加茂正典 10,000 8,000

貴族日記が描く京の災害【４月刊行】 片平博文 5,000 4,000

※ 禁裏・公家文庫研究　第一・三～六輯 （二輯品切）［分売可］ 田島公 編 既刊揃57,800 既刊揃46,240

禁裏・公家文庫研究　第七輯【３月刊行】 田島公 編 15,000 12,000

神仏習合の歴史と儀礼空間 【オンデマンド版】 嵯峨井建 8,600 6,880

中世京都の民衆と社会 【オンデマンド版】 河内将芳 8,800 7,040

中世京都の都市と宗教 【オンデマンド版】 河内将芳 6,800 5,440

崇徳院怨霊の研究 【オンデマンド版】 山田雄司 6,400 5,120

平安王朝の葬送 死・入棺・埋葬 朧谷寿 3,700 2,960

日本史古代

日本史中世

桃裕行著作集　第８巻【オンデマンド版･３月刊行】 暦法の研究（下）

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
インターネット上でも、各書の内容・目次などを見ることができます。https://www.shibunkaku.co.jp/

特価は定価（税別）の２割引です（一部は定価）。
2／8



書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）
思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

※ 院政期政治史研究 思文閣史学叢書                          元木泰雄 7,800 6,240

※ 中世前期女性院宮の研究 山田彩起子 5,600 4,480

日本中世の環境と村落 橋本道範 8,400 6,720

室町幕府管領施行システムの研究 亀田俊和 9,800 7,840

杉山一弥 7,200 5,760

※ 増補・改訂 南北朝期公武関係史の研究 森茂暁 9,000 7,200

※ 中世京都の空間構造と礼節体系 桃崎有一郎 7,200 5,760

※ 中世寺院社会の研究 思文閣史学叢書 下坂守 9,800 7,840

中世寺院社会と民衆 衆徒と馬借・神人・河原者 下坂守 7,500 6,000

日本中世の地域社会と仏教 湯之上隆 8,000 6,400

日本中世の政治権力と仏教【オンデマンド版】 湯之上隆 8,800 7,040

※ 中世京都文化の周縁 思文閣史学叢書 川嶋將生 7,800 6,240

怨霊・怪異・伊勢神宮 山田雄司 7,000 5,600

平氏政権の研究【オンデマンド版】 田中文英 9,800 7,840

中世アーカイブズ学序説 上島有 13,000 10,400

東寺宝物の成立過程の研究 新見康子 12,000 9,600

東寺文書と中世の諸相 東寺文書研究会 編 11,000 8,800

東寺百合文書を読む　【２刷】 よみがえる日本の中世
上島有・大山喬平・黒
川直則 編

2,500 2,000

京都中世都市史研究 思文閣史学叢書 高橋康夫 8,800 7,040

南都寺院文書の世界 勝山清次 編 5,800 4,640

中世の契約社会と文書 村石正行 7,500 6,000

※ 京都の都市共同体と権力 思文閣史学叢書 仁木宏 6,300 5,040

※ 中世都市共同体の研究 思文閣史学叢書 小西瑞恵 6,400 5,120

日本中世の民衆・都市・農村 小西瑞恵 8,500 6,800

呉座勇一 7,200 5,760

※ 中世長崎の基礎的研究 外山幹夫 7,500 6,000

浜口誠至 6,500 5,200

室町期東国社会と寺社造営 思文閣史学叢書 小森正明 7,000 5,600

※ 東国における武士勢力の成立と展開
東国武士論の再構築
思文閣史学叢書

山本隆志 6,500 5,200

中世禁裏女房の研究 松薗斉 8,000 6,400

※ 村井祐樹 11,600 9,280

戦国期六角氏権力と地域社会 新谷和之 9,000 7,200

※ 戦国期関東公方の研究 思文閣史学叢書 阿部能久 5,700 4,560

※ 戦国大名武田氏の権力構造 丸島和洋 8,500 6,800

日本中世の領主一揆

在京大名細川京兆家の政治史的研究

戦国大名佐々木六角氏の基礎研究

室町幕府の東国政策

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
インターネット上でも、各書の内容・目次などを見ることができます。https://www.shibunkaku.co.jp/
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書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）
思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

※ 戦国大名の外交と都市・流通【残部僅少】 豊後大友氏と東アジア世界 鹿毛敏夫 5,500 4,400

※ 瀬戸内海地域社会と織田権力 思文閣史学叢書 橋詰茂 7,200 5,760

織豊期主要人物居所集成［第2版］ 藤井讓治 編 6,800 5,440

守護所・戦国城下町の構造と社会 阿波国勝瑞 石井伸夫・仁木宏 編 6,600 5,280

楽市楽座令の研究 長澤伸樹 9,000 7,200

織豊期の茶会と政治 【オンデマンド版】 竹本千鶴 9,500 7,600

対外関係と文化交流 【オンデマンド版】 田中健夫 13,800 11,040

日本中世の王権と権威【オンデマンド版】 伊藤喜良 8,300 6,640

鎌倉時代の朝幕関係【オンデマンド版】 森茂暁 10,600 8,480

戦国期権力佐竹氏の研究【オンデマンド版】 佐々木倫朗 6,100 4,880

荘園制成立史の研究【オンデマンド版】 川端新 10,600 8,480

中世畿内における都市の発達【オンデマンド版】 永島福太郎 6,800 5,440

中世民衆生活史の研究【オンデマンド版】 三浦圭一 9,000 7,200

スムットニー祐美 5,000 4,000

近世の開幕と貨幣統合 三貨制度への道程 高木久史 6,500 5,200

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 2,800

朱印船貿易絵図の研究 菊池誠一 編 7,800 6,240

近世吉野林業史 【オンデマンド版】 谷彌兵衞 11,100 8,880

日光東照宮の成立 【オンデマンド版】 近世日光山の｢荘厳｣と祭祀･組織 山澤学 8,500 6,800

一九世紀の豪農・名望家と地域社会 福澤徹三 6,000 4,800

原淳一郎 8,300 6,640

白井哲哉 9,200 7,360

近世京都の都市と民衆 思文閣史学叢書 鎌田道隆 7,800 6,240

洋学史論考 思文閣史学叢書 佐藤昌介 7,800 6,240

鎖国時代長崎貿易史の研究 思文閣史学叢書 太田勝也 13,800 11,040

近世京都近郊の村と百姓 佛教大学研究叢書 尾脇秀和 4,800 3,840

近世の禁裏と都市空間 岸泰子 6,400 5,120

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 8,000 6,400

豊臣政権の東国政策と徳川氏 佛教大学研究叢書 片山正彦 6,000 4,800

徳川将軍家領知宛行制の研究 思文閣史学叢書 藤井讓治 7,500 6,000

※ 近世史小論集 古文書と共に 藤井讓治 6,000 4,800

天下人の神格化と天皇 野村玄 7,000 5,600

徳川吉宗の武芸奨励 近世中期の旗本強化策 横山輝樹 7,500 6,000

日本近世地誌編纂史研究【オンデマンド版】

茶の湯とイエズス会宣教師【オンデマンド版】　中世の異文化交流

日本史近世

近世寺社参詣の研究 【オンデマンド版】

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
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書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）
思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

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 9,500 7,600

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 6,800

近世大名のアーカイブズ資源研究　 松代藩・真田家をめぐって 国文学研究資料館 編 7,000 5,600

徳川社会と日本の近代化 笠谷和比古 編 9,800 7,840

角倉一族とその時代　 森洋久 編 8,800 7,040

住友の歴史　上巻・下巻［分売可］
朝尾直弘 監修
住友史料館 編

各1,700 各1,360

近世日本の銅と大坂銅商人 今井典子 7,500 6,000

近世の王権と仏教 大桑斉 6,500 5,200

江戸後期儒者のフィロロギー 原典批判の諸相とその国際比較 竹村英二 5,500 4,400

日本近世貨幣史の研究　 安国良一 6,800 5,440

識字と学びの社会史【オンデマンド版】 日本におけるリテラシーの諸相 大戸安弘・八鍬友広 編 7,500 6,000

戦国・織豊期大坂の都市史的研究 大澤研一 13,300 10,640

近代日本の空間編成史 中川理 編 7,800 6,240

幕末外交儀礼の研究 【日本比較文学会賞 受賞‼】 欧米外交官たちの将軍拝謁 佐野真由子 5,000 4,000

近代天皇制と社会 高木博志 編 7,300 5,840

戊辰内乱期の社会 佐幕と勤王のあいだ 宮間純一 7,500 6,000

近代古墳保存行政の研究 尾谷雅比古 7,200 5,760

牛と農村の近代史 家畜預託慣行の研究 板垣貴志 4,800 3,840

水系都市京都 水インフラと都市拡張 小野芳朗 編著 5,400 4,320

記念植樹と日本近代　
林学者本多静六の思想と事
績 日文研叢書

岡本貴久子 9,000 7,200

藤田英夫 6,000 4,800

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 7,200 5,760

高木博志 編 12,000 9,600

植民地朝鮮の勧農政策 圡井浩嗣 9,000 7,200

ミシンと衣服の経済史【オンデマンド版】 地球規模経済と家内生産 岩本真一 6,600 5,280

岩本真一 7,000 5,600

大名庭園の近代
小野芳朗・本康宏史・
三宅拓也

8,000 6,400

図説　大名庭園の近代【１月刊行予定】
小野芳朗・本康宏史・
中嶋節子・三宅拓也編

6,000 4,800

天皇のダイニングホール【２刷】
知られざる明治天皇の宮廷
外交

山﨑鯛介ほか 2,500 2,000

植民地帝国日本における知と権力 松田利彦 編 15,000 12,000

儀礼・象徴・意思決定【12月刊行予定】 日欧の古代・中世書字文化
河内祥輔、小口雅史、M･メルジ
オヴスキ編著／Ｅ･ヴィッダー
編

8,000 6,400

日記・古記録の世界 倉本一宏 編 12,500 10,000

日本史近代

近代日本の歴史都市【オンデマンド版】　古都と城下町

日本史論集

近代日本の衣服産業　姫路市藤本仕立店にみる展開

大阪舎密局の史的展開【オンデマンド版･2019年12月刊行】京都大学の源流

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
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書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）
思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

古代・中世の地域社会 「ムラの戸籍簿」の可能性 大山喬平・三枝暁子 編 9,000 7,200

公家と武家　Ⅱ～Ⅳ
村井康彦・笠谷和比古
編

揃25,700 揃20,560

日本的時空観の形成 吉川真司 編 12,500 10,000

今尾文昭・高木博志 編 2,300 1,840

※ 村田正志著作集　全７巻［分売可］ 村田正志 揃79,000 揃63,200

国文学研究資料館 編 8,000 6,400

山下久夫・斎藤英喜 編 8,500 6,800

中国五代国家論【オンデマンド版】 　　佛教大学研究叢書 山崎覚士 7,300 5,840

松浦章 9,800 7,840

※ 地域社会から見る帝国日本と植民地 朝鮮・台湾・満洲 松田利彦・陳姃湲 編 13,800 11,040

中華民国の誕生と大正初期の日本人 曽田三郎 6,500 5,200

中島楽章 9,500 7,600

キリシタン大名の考古学　【２刷】
別府大学文化財研究所企画
シリーズ②

別府大学文化財研究所･九州考
古学会･大分県考古学会 編 3,800 3,040

碇の文化史  佛教大学研究叢書 石原渉 5,800 4,640

※ 摂関院政期思想史研究   【日本思想史学会奨励賞 受賞！！】 森新之介 6,500 5,200

辻本雅史 7,500 6,000

熊沢蕃山の思想冒険 山田芳則 5,000 4,000

海原徹 7,500 6,000

明治期における不敬事件の研究 小股憲明 13,000 10,400

明治前期の教育･教化･仏教 【オンデマンド版】 谷川穣 7,500 6,000

廣瀬淡窓 髙橋昌彦 編著 2,500 2,000

井上章一 編 2,500 2,000

小石家文書研究会 編 14,400 11,520

備前岡山の在村医 中島家の歴史
中島医家資料館･中島文
書研究会 編著

10,000 8,000

鈴木大拙　禅を超えて【10月刊行】
山田奨治、ジョン・ブ
リーン 編

7,500 6,000

変容する聖地　伊勢 ジョン・ブリーン 編 2,800 2,240

中本大 編 38,000 30,400

平安期の願文と仏教的世界観【オンデマンド版】 佛教大学研究叢書 工藤美和子 7,400 5,920

賢者の王国　愚者の浄土 日本中世誓願の系譜 工藤美和子 6,500 5,200

日本書紀1300年史を問う【６月刊行】

大航海時代の海域アジアと琉球【８月刊行】　レキオスを求めて

学問をしばるもの

医学史

究理堂所蔵 京都小石家来簡集

宗教史

東洋史・世界史

江戸時代唐船による日中文化交流【オンデマンド版】

考古学

思想史・教育史

近世教育思想史の研究【オンデマンド版】　日本における「公教育」思想の源流

近世の学校と教育【オンデマンド版】

名庸集 影印と解題　全３冊

世界遺産と天皇陵古墳を問う

アーカイブズの構造認識と編成記述【オンデマンド版】

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
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書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）
思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

東陽英朝　少林無孔笛訳注（一）（二） 芳澤勝弘 編著 各13,000 各10,400

東陽英朝　少林無孔笛訳注（三）【９月刊行】 芳澤勝弘 編著 15,000 12,000

江月宗玩 欠伸稿訳注　画賛篇 芳澤勝弘 編著 8,000 6,400

賀茂信仰の歴史と文化【５月刊行】 神社史料研究会叢書Ⅵ
橋本政宣・宇野日出生
編

7,800 6,240

翁の生成 【オンデマンド版】 渡来文化と中世の神々 金賢旭 5,000 4,000

元三大師御籤本の研究 【オンデマンド版】おみくじを読み解く 大野出 4,000 3,200

地域名菓の誕生【オンデマンド版】 橋爪伸子 9,700 7,760

現代中国茶文化考【オンデマンド版】【６月刊行】 王静 6,200 4,960

※ 万国博覧会と人間の歴史 佐野真由子 編 9,200 7,360

寺本敬子 6,500 5,200

佐野真由子 編 8,500 6,800

異邦から／へのまなざし 見られる日本・見る日本
白幡洋三郎・劉建輝 編
著

2,800 2,240

海賊史観からみた世界史の再構築
交易と情報流通の現在を問い直
す

稲賀繁美 編 14,000 11,200

明治博物館事始め 【オンデマンド版】 椎名仙卓 4,800 3,840

平野恵 10,900 8,720

八瀬童子 【オンデマンド版】 歴史と文化 宇野日出生 4,500 3,600

神楽と祭文の中世 変容する信仰のかたち 斎藤英喜・井上隆弘 編 8,000 6,400

猿楽と面
大和･近江および白山の周辺
から

ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵ
Ｍ 編／伊東史朗 監修

3,200 2,560

広告の夜明け
大阪･萬年社コレクション研
究

竹内幸絵・難波功士 編 5,200 4,160

ウェルズ恵子 編 6,000 4,800

幽霊の歴史文化学【２刷】 二松学舎大学学術叢書
小山聡子・松本健太郎
編

2,500 2,000

田中久重と技術の継承
時計から からくり人形、そして電
信機　【佛教大学研究叢書】

河本信雄 7,600 6,080

森と火の環境史【2019年11月刊行】
近世・近代日本の焼畑と植
生

米家泰作 7,500 6,000

前近代日本の病気治療と呪術【４月刊行】 小山聡子編 8,000 6,400

鳥居龍蔵の学問と世界【１月刊行予定】 徳島県立鳥居龍蔵記念博物
館・鳥居龍蔵を語る会編 10,000 8,000

黒田龍二 7,800 6,240

日本庭園像の形成 片平幸 4,000 3,200

※ 近代日本〈陳列所〉研究 三宅拓也 7,800 6,240

桐浴邦夫 5,800 4,640

庭と建築の煎茶文化【２刷】 近代数寄空間をよみとく
尼﨑博正・麓和善・
矢ヶ崎善太郎 編著

5,500 4,400

京都 近代の記憶 場所･人･建築 中川理 2,200 1,760

万博学【７月刊行】　万国博覧会という、世界を把握する方法

パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生　ジャポニスム学会奨励賞 受賞!!【３刷】

十九世紀日本の園芸文化【オンデマンド版】江戸と東京、植木屋の周辺

ヴァナキュラー文化と現代社会

建築史

中世寺社信仰の場【オンデマンド版】

美術史

茶の湯空間の近代【平成30年度茶道文化学術奨励賞!!】 世界を見据えた和風建築

民俗・文化史

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
インターネット上でも、各書の内容・目次などを見ることができます。https://www.shibunkaku.co.jp/

特価は定価（税別）の２割引です（一部は定価）。
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書名 編著者名 定価（税別） 特価（税別）
思文閣出版　歴史図書リスト（抄）

※ 正倉院宝物に学ぶ　既刊２冊 ［分売可］ 奈良国立博物館 編 揃5,500 揃4,400

正倉院宝物に学ぶ３【2019年10月刊行】 奈良国立博物館 編 3,000 2,400

正倉院宝物と古代の技 木村法光 15,000 12,000

正倉院の香薬 材質調査から保存へ 米田該典 10,000 8,000

箜篌の研究 東アジアの寺院荘厳と絃楽器 中安真理 6,000 4,800

中国南北朝隋唐陶俑の研究 小林仁 13,000 10,400

韓国陶磁史の誕生と古陶磁ブーム【３月刊行】 鄭銀珍 14,000 11,200

京都 実相院門跡 宇野日出生 編 2,000 1,600

京都　祇園祭【３月刊行】 町衆の情熱・山鉾の風流
京都文化博物館企画・
編集

2,500 2,000

「月次祭礼図屛風」の復元と研究【６月刊行】
よみがえる室町京都のかが
やき

岩永てるみ・阪野智啓・
髙岸輝・小島道裕編 16,000 12,800

京都　近代美術工芸のネットワーク
並木誠士・青木美保子
編

2,500 2,000

近代京都の美術工芸 制作・流通・鑑賞 並木誠士 編 11,000 8,800

慶安手鑑 増田孝・日比野浩信 編 4,000 3,200

園城寺の仏像 第1巻 智証大師篇
天台寺門宗教文化資料集成　仏教
美術・文化財編

園城寺の仏像編纂委員
会 編

12,000 9,600

園城寺の仏像 第２巻 平安彫刻篇Ⅰ
天台寺門宗教文化資料集成　仏教
美術・文化財編

園城寺の仏像編纂委員
会 編

18,000 14,400

園城寺の仏像 第３巻 平安彫刻篇Ⅱ
天台寺門宗教文化資料集成　仏教
美術・文化財編

園城寺の仏像編纂委員
会 編

18,000 14,400

園城寺の仏像 第４巻 鎌倉彫刻篇【2019年12月刊行】
天台寺門宗教文化資料集成　仏教
美術・文化財編

園城寺の仏像編纂委員
会 編

18,000 14,400

岡倉天心 五浦から世界へ
茨城大学国際岡倉天心シンポジウ
ム2016

茨城大学社会連携センター・五浦
美術文化研究所 編 3,200 2,560

八反裕太郎 15,000 12,000

住吉如慶筆　伊勢物語絵巻 伊勢物語絵研究会 編 27,600 22,080

琉球船と首里･那覇を描い
た絵画史料研究会 編 18,500 14,800

元伯宗旦の研究 中村静子 7,800 6,240

講座 日本茶の湯全史　第１巻～第３巻 茶の湯文化学会 編 各2,500 各2,000

近代の「美術」と茶の湯 言葉と人とモノ 依田徹 6,400 5,120

中世後期の香文化 香道の黎明 本間洋子 8,200 6,560

香道の美学 その成立と王権･連歌 濱崎加奈子 5,000 4,000

能管の演奏技法と伝承 森田都紀 8,000 6,400

源平の時代を視る
二松學舍大学附属図書館所蔵 奈良絵本
『保元物語』『平治物語』を中心に

磯水絵・小井土守敏・
小山聡子 編

4,800 3,840

絵入謡本と能狂言絵
神戸女子大学古典芸能研究
センター研究資料集２

神戸女子大学古典芸能
研究センター 編

4,200 3,360

説話研究を拓く 説話文学と歴史史料の間に 倉本一宏 編 9,000 7,200

平家物語生成考 浜畑圭吾 7,000 5,600

琉球船と首里･那覇を描いた絵画史料研究

茶道

芸能史

文学

描かれた祇園祭【第14回林屋辰三郎藝能史研究奨励賞!!】 山鉾巡行・ねりもの研究

この他にも関連書を揃えています｡ご希望の方には図書目録2020をお送りいたします｡
インターネット上でも、各書の内容・目次などを見ることができます。https://www.shibunkaku.co.jp/
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送付先ご住所

お 名 前

電話： FAX：

e-mail：

連 絡 先 tel

（勤務先） fax

▲

お渡し・送本・お支払い方法（いずれかをお選び下さい ご指定がない場合は①になります）

①代金引換便にて送本 ※配達時に配達員に支払（クレジットカード使用可能）

②前払い。入金確認後送本 ※折り返し入金先をお知らせいたします

③大学・研究機関へ送本。公費払い ※大学・研究機関の公費のみ対応いたします

▲

未刊書籍の発送について（□既刊書とまとめて発送 □既刊書とは別途発送）送料は発送ごとに加算いたします

▲

公費の場合下記に必ずご記入下さい■

大学・研究機関名（ ）

必要書類（納品書 通 請求書 通 見積書 通）

書類宛名（ ）日付記入（ 要 ・ 不要 ）
ご注文以外のご住所変更などの

場合は右にチェックして下さい

FAX ０７５-５３１-０００９
書 名 部 数

公費・私費

公費・私費

公費・私費

公費・私費

公費・私費

公費・私費

公費・私費

［送料］ お買い上げ税込価格

20,000 円未満 ─ 600 円
20,000円以上 ─ 無料

思文閣出版
https://www.shibunkaku.co.jp/

株式
会社

〒605-0089 京都市東山区元町355
TEL 075-533-6860 FAX 075-531-0009
pub@shibunkaku.co.jp

□新刊案内お送り先住所変更 □以後新刊案内不用

下記、必要事項をご記入の上、FAXでご送信ください。

歴史学研究会
オンライン
特販

■同意事項■（必ず下記事項をご覧いただき、ご同意の上お申し込みください）

・私は、思文閣グループの「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」を確認した上で、提供
する個人情報の取り扱いについて同意します。

（「個人情報保護方針」「個人情報の取り扱いについて」は https://www.shibunkaku.co.jp/privacypolicy/ をご覧下さい）

大学・研究機関の公費以外のご注文については、

全て代金引換便か前払いでお送りさせていただき

ます。これまで後払いでお送りしていた方も、後

払いはできませんので、何卒ご了承下さい。

ご専門・ご興味のある分野をお教え下さい

新刊案内をお送りいたします

□PR誌鴨東通信（年２回刊・無料）希望

□メールマガジン希望
（電子メールで最新情報を配信・無料）

※ご注文時にメルマガ新規登録で、初回に限り送料サービス


