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9784784218929 日本的時空観の形成 吉川真司・倉本一宏編 ¥12,500 201705 古代 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218929/

9784784218738 藤原道長事典 御堂関白記からみる貴族社会 大津透・池田尚隆編 ¥6,000 201709 古代 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218738/

9784784270354
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 桃裕行著 ¥15,200 201712 古代
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。 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270354/

9784784270361
桃裕行著作集　第２巻【オンデ
マンド版】

上代学制論攷 桃裕行著 ¥13,900 201712 古代
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。 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270361/

9784784270378
桃裕行著作集　第４巻【オンデ
マンド版】

古記録の研究（上） 桃裕行著 ¥8,900 201712 古代
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。 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270378/

9784784270385
桃裕行著作集　第７巻【オンデ
マンド版】

暦法の研究（上） 桃裕行著 ¥9,700 201712 古代
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。 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270385/

9784784219087 楽市楽座令の研究 長澤伸樹著 ¥9,000 201711 中世 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219087/

9784784270347
アーカイブズの構造認識と編
成記述【オンデマンド版】

国文学研究資料館編 ¥8,000 201710 近世 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270347/

9784784270316
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 平野恵著 ¥10,900 201705 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。 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270316/

9784784218998 徳川吉宗の武芸奨励 近世中期の旗本強化策 横山輝樹著 ¥7,500 201707 近世 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218998/

9784784219025 近世の開幕と貨幣統合 三貨制度への道程 高木久史著 ¥6,500 201708 近世 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219025/

9784784218905 禁裏・公家文庫研究　第六輯 田島公編 ¥15,000 201709 近世 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218905/

9784784219292 住友史料叢書　第３２回 札差証文　二 住友史料館編 ¥8,000 201712 近世 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219292/

9784784218912 近代日本の空間編成史 中川理編 ¥7,800 201704 近代 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218912/

9784784270323
近代日本の歴史都市【オンデ
マンド版】

古都と城下町 高木博志編 ¥12,000 201705 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。 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270323/

9784784218967 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 201705 近代 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218967/

9784784270330
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 岩本真一著 ¥6,600 201706 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。 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784270330/

9784784219032 天皇のダイニングホール
知られざる明治天皇の宮廷外
交

山﨑鯛介ほか著 ¥2,500 201710 近代 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219032/
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9784784218974 動員のメディアミックス
〈創作する大衆〉の戦時下・戦
後

大塚英志編 ¥4,800 201710 近代 品切 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218974/

9784784218882
パリ万国博覧会とジャポニスム
の誕生

寺本敬子著 ¥6,500 201711 近代 増刷 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218882/

9784784219117 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 201801 近代 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219117/

9784784219186
究理堂所蔵　京都小石家来簡
集

小石家文書研究会編 ¥14,400 201712 医学 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219186/

9784784218943
東陽英朝 少林無孔笛訳注
（一）

芳澤勝弘編著 ¥13,000 201704 宗教 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218943/

9784784218646 園城寺の仏像　第二巻 平安彫刻篇Ⅰ 園城寺の仏像編纂委員会編 ¥18,000 201704 美術 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218646/

9784784219100 園城寺の仏像　第三巻 平安彫刻篇Ⅱ 園城寺の仏像編纂委員会編 ¥18,000 201802 美術 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784219100/

9784784219049 寧楽美術館の印章 方寸にあふれる美
久米雅雄監修／寧楽美術館
編集

¥4,000 201710 美術 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219049/

9784784219155 香道の美学 その成立と王権・連歌 濱崎加奈子著 ¥5,000 201711 美術 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219155/

9784784219070 円山応挙論 冷泉為人著 ¥9,500 201711 美術 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219070/

9784784218561 熊倉功夫著作集　第五巻 寛永文化の研究 熊倉功夫著 ¥7,000 201705 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218561/

9784784218578 熊倉功夫著作集　第六巻 民芸と近代 熊倉功夫著 ¥7,000 201707 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218578/

9784784218585 熊倉功夫著作集　第七巻 日本料理文化史 熊倉功夫著 ¥7,000 201710 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218585/

9784784219308 茶の湯空間の近代 世界を見据えた和風建築 桐浴邦夫著 ¥5,800 201802 文化
平成30年度茶道文化学術奨励
賞受賞 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784219308/

9784784219322 能管の演奏技法と伝承 森田都紀著 ¥8,000 201802 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784219322/

9784784219360 猿楽と面
大和・近江および白山の周辺
から

MIHO MUSEUM編／伊東史
朗監修

¥3,200 201803 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784219360/

9784784219315 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 201802 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784219315/

9784784218950 うま味の秘密 和食文化ブックレット⑦ 伏木亨著 ¥900 201705 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218950/

9784784219018 ふるさとの食べもの 和食文化ブックレット⑧ 今田節子・清絢著 ¥900 201708 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219018/
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9784784219148 和菓子と日本茶 和食文化ブックレット⑨ 藪光生・中村順行著 ¥900 201711 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219148/

9784784218394 花道の思想 井上治著 ¥1,800 201706 文化 増刷 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218394/

9784784218981 学問をしばるもの 井上章一編 ¥2,500 201710 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784218981/

9784784219162 技術と文明　第41冊 21巻2号 日本産業技術史学会編 ¥2,000 201801 文化 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219162/

9784784219001 地域名菓の誕生 橋爪伸子著 ¥8,000 201712 文化 品切→オンデマンド版刊行 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219001/

9784784219124 中世国語資料集 龍谷大学善本叢書33 藤田保幸責任編集 ¥17,400 201711 文学 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/detail/9784784219124/

3 ページ


