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9784784218097 正倉院宝物と古代の技 木村法光著 ¥15,000 201507 古代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218097

9784784217670 九条家本 延喜式（四） 東京国立博物館古典籍叢刊４
東京国立博物館古典籍叢刊
編集委員会編

¥15,000 201503 古代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217670

9784784217878
日本古代国家の農民規範と地
域社会

坂江渉著 ¥9,000 201601 古代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217878

9784784218325 平安王朝の葬送 死・入棺・埋骨 朧谷寿著 ¥3,700 201602 古代 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218325

9784784218165 西山地蔵院文書 京都大学史料叢書６ 早島大祐編 ¥13,000 201510 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218165

9784784218103 花園院宸記 第24回配本 第32巻・第35巻 宮内庁書陵部編 ¥390,000 201507 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218103

9784784215423 中世アーカイブズ学序説 上島有著 ¥13,000 201504 中世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784215423

9784784270002
神仏習合の歴史と儀礼空間
オンデマンド版

嵯峨井建著 ¥8,600 201511 中世
受注生産のため、ご注文から２
週間ほどお時間いただきます。 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784270002

9784784218301 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 201601
中世
近世

http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218301

9784784218332
織豊期主要人物居所集成［第
２版］

藤井讓治編 ¥6,800 201603 近世

日本図書館協会選定図書　第２
版での訂正箇所一覧を、
http://www.shibunkaku.co.jp/sh
uppan/add/idokoro2nd.pdfからダ
ウンロードしていただけます。

http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218332

9784784218110 近世の王権と仏教 大桑斉著 ¥6,500 201507 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218110

9784784218059 近世日本の銅と大坂銅商人 今井典子著 ¥7,500 201505 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218059

9784784217243 大坂蔵屋敷の建築史的研究 植松清志編著 ¥4,800 201504 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217243

9784784218288 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 201603 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218288

9784784218400
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 201603 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218400

9784784218387 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

竹村英二著 ¥5,500 201603 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218387

9784784218172 廣瀬淡窓
井上敏幸監修／高橋昌彦編
著

¥2,500 201602 近世 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218172

9784784217038 住友の歴史　上巻【3刷】
朝尾直弘監修／住友史料館
編

¥1,700 201308 近世 ３刷（2016年１月） http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217038
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9784784217977 角倉一族とその時代 森洋久編 ¥8,800 201507 近世 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217977

9784784270019
近世吉野林業史　オンデマンド
版

谷彌兵衞著 ¥11,100 201511 近世
受注生産のため、ご注文から２
週間ほどお時間いただきます。 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784270019

9784784218271 住友史料叢書　第30回 年々記　一 住友史料館編 ¥9,500 201601 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218271

9784784217861 前野良沢 生涯一日のごとく 鳥井裕美子著 ¥2,500 201504 近世 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217861

9784784218264
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 201511 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218264

9784784218066
緒方洪庵の「除痘館記録」を読
み解く

緒方洪庵記念財団・除痘館記
念資料室編

¥2,300 201507 近世 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218066

9784784218196 万国博覧会と人間の歴史 佐野真由子編 ¥9,200 201510 近代 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218196

9784784218158 水系都市京都 水インフラと都市拡張 小野芳朗編著 ¥5,400 201509 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218158

9784784218127 京都 近代の記憶 場所・人・建築 中川理著 ¥2,200 201509 近代 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218127

9784784218189
吉田清成関係文書 第６巻（書
類篇２）

京都大学史料叢書15
京都大学文学部日本史研究
室編

¥21,000 201601 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218189

9784784218318 今村家文書史料集　下巻 近代編 今村家文書研究会編 ¥9,200 201601 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218318

9784784218431 記念植樹と日本近代 林学者本多静六の思想 岡本貴久子著 ¥9,000 201603 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218431

9784784218295 戊辰内乱期の社会 佐幕と勤王のあいだ 宮間純一著 ¥7,500 201601 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218295

9784784218424 近代日本のユダヤ論議 宮澤正典著 ¥5,000 201601 近代 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218424

9784784218226 技術と文明　第38冊 20巻1号 日本産業技術史学会編 ¥2,000 201602 近代 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218226

9784784270026
明治博物館事始め　オンデマ
ンド版

椎名仙卓著 ¥4,800 201511 近代
受注生産のため、ご注文から２
週間ほどお時間いただきます。 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784270026

9784784218011 雪叟紹立　雪叟詩集訓注 芳澤勝弘編著 ¥15,000 201509 宗教 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218011

9784784218202 仏教と社会 佛教大学国際学術研究叢書５
第23回国際仏教文化学術会
議実行委員会編

¥1,900 201509 宗教 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218202
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4784213007
上賀茂のもり・やしろ・まつり【2
刷】

大山喬平監修 ¥2,800 200606 宗教 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=4784213007

9784784218134 神話・伝承学への招待 斎藤英喜編 ¥2,300 201509 民俗 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218134

9784784217991 世界喫煙伝播史 鈴木達也著 ¥8,500 201508 民俗 日本図書館協会選定図書 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217991

9784784218257 和食とは何か 和食文化ブックレット１ 熊倉功夫・江原綾子著 ¥900 201511 民俗 2016年６月、２刷出来 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218257

9784784218417 年中行事としきたり 和食文化ブックレット２ 中村羊一郎著 ¥900 201602 民俗 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218417

9784784218356 京都 実相院門跡 宇野日出生編 ¥2,000 201602 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218356

9784784218240 基礎茶式 中国茶道研修方法 呉遠之著 ¥900 201510 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218240

9784784218080 茶と室内デザイン 小泉和子編 ¥3,500 201506 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218080

9784784217960 セザンヌと鉄斎 同質の感動とその由縁 山岸恒雄著 ¥2,800 201505 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217960

9784784217939 茶湯百亭百会 顕岑院本（三） 白嵜顕成著 ¥20,000 201504 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217939

9784784218073 器を楽しむ 逸翁の茶懐石 逸翁美術館編 ¥1,000 201504 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218073

9784784218219 正倉院の香薬 材質調査から保存へ 米田該典著 ¥10,000 201510 美術 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218219

9784784217854 琳派 響きあう美【2刷】 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

9784784217540 軍医森鴎外のドイツ留学【2刷】 武智秀夫著 ¥3,000 201407 文学
日本図書館協会選定図書　2015
年７月増刷 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217540

9784784218349 没理想論争とその影響 佛教大学研究叢書27 坂井健著 ¥8,900 201602 文学 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218349

9784784218141 響きあう東西文化
マラルメの光芒、フェノロサの
反影

宗像衣子著 ¥5,400 201510 文学 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218141

9784784218028 日仏マンガの交流
ヒストリー・アダプテーション・ク
リエーション

石毛弓・柏木隆雄・小林宣之
編

¥2,800 201507 文学
書籍本体に傷みがございます。
ご了承くださいませ。 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218028

9784784218233 俳句とスペインの詩人たち
マチャード、ヒメネス、ロルカと
カタルーニャの詩人

田澤佳子著 ¥5,000 201601 文学 http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784218233
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