
ISBNコード 書　名　1 書　名　2 編　著　者　名 本体価格

9784784216765 早池峰岳神楽の継承と伝播 佛教大学研究叢書18 中嶋奈津子著 ¥4,600

9784784214471 口頭伝承と文字文化
文字の民俗学　声の歴史
学

笹原亮二編 ¥7,000

9784784213603 祭りのしつらい 町家とまち並み
岩間香・西岡陽子編／
京極寛写真

¥2,200

478421321X 権者の化現 佛教大学鷹陵文化叢書15 今堀太逸著 ¥2,300

9784784218714 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

9784784214259 祈りの文化 大津絵模様・絵馬模様 信多純一著 ¥3,500

9784784214730 太子信仰と天神信仰 信仰と表現の位相 武田佐知子編 ¥6,500

4784211551 鎮守の森の物語 もうひとつの都市の緑 上田篤著 ¥1,700

4784212191 散所・声聞師・舞々の研究
(財)世界人権問題研究
センター編

¥8,200

9784784214792 東アジアのなかの日本 上田正昭著 ¥2,400

9784784216161 着衣する身体と女性の周縁化 武田佐知子編 ¥5,800

9784784216949 法然上人絵伝の研究 中井真孝著 ¥9,500

9784784217472 怨霊・怪異・伊勢神宮 山田雄司著 ¥7,000

9784784217809 平安時代陰陽道史研究 山下克明著 ¥8,500

9784784218134 神話・伝承学への招待 斎藤英喜編 ¥2,300

9784784218363 変容する聖地　伊勢 ジョン・ブリーン編 ¥2,800

9784784215010 明治期における不敬事件の研究 小股憲明著 ¥13,000

9784784216598 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

9784784217946 日記・古記録の世界 倉本一宏編 ¥12,500

9784784217236 古代日本の衣服と交通 装う王権　つなぐ道 武田佐知子著 ¥6,800

9784784218325 平安王朝の葬送 死・入棺・埋骨 朧谷寿著 ¥3,700

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

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

9784784214921 象徴天皇制の形成と定着 冨永望著 ¥4,800

9784784215027 中世京都の空間構造と礼節体系 桃崎有一郎著 ¥7,200

9784784215140 歴史のなかの天皇陵 高木博志・山田邦和編 ¥2,500

9784784216048 幕末維新期の陵墓と社会 上田長生著 ¥6,200

9784784217342 近代古墳保存行政の研究 尾谷雅比古著 ¥7,200

9784784217403 近世の禁裏と都市空間 岸泰子著 ¥6,400

9784784217816 天下人の神格化と天皇 野村玄著 ¥7,000

9784784218721 世界遺産と天皇陵古墳を問う 今尾文昭･高木博志編 ¥2,300

思文閣出版フェア「知る喜び・学ぶ楽しさ」出品リスト（丸善京都本店B２F　2017年２月７日～）

【面陳列テーマ】神話･伝承･民俗

【面陳列テーマ】天皇･天皇陵･天皇制
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9784784218004 徳川社会と日本の近代化 笠谷和比古編 ¥9,800

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

田澤佳子著 ¥5,000

9784784214723 キリシタン大名の考古学
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
他編

¥3,800

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

9784784216185 近代日本高等教育体制の黎明
交錯する地域と国とキリ
スト教界

田中智子著 ¥7,000

9784784218509 幕末外交儀礼の研究
欧米外交官たちの将軍拝
謁

佐野真由子著 ¥5,000

9784784216819 南蛮・紅毛・唐人
一六・一七世紀の東アジ
ア海域

中島楽章編 ¥6,800

9784784215805
一八世紀日本の文化状況と国際環
境

笠谷和比古編 ¥8,500

9784784217038 住友の歴史　上巻
朝尾直弘監修／住友史
料館編

¥1,700

9784784217625 住友の歴史　下巻
朝尾直弘監修･住友史料
館編

¥1,700

9784784217885 近代日本〈陳列所〉研究 三宅拓也著 ¥7,800

9784784217991 世界喫煙伝播史 鈴木達也著 ¥8,500

9784784218196 万国博覧会と人間の歴史 佐野真由子編 ¥9,200

9784784218486 日本近世貨幣史の研究 安国良一著 ¥6,800

9784784218660 江戸教育思想史研究 前田勉著 ¥9,500

9784784218608 デンマーク人牧師がみた日本 明治の宗教指導者たち 長島要一訳･編注 ¥3,700

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

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

4784212531 京都　高瀬川 角倉了以・素庵の遺産 石田孝喜著 ¥2,200

4784213007 上賀茂のもり・やしろ・まつり
石川登志雄・宇野日出
生・地主智彦編

¥2,800

9784784216727 京舞井上流の誕生 岡田万里子著 ¥9,000

9784784217052 近代京都の施薬院 八木聖弥著 ¥3,500

9784784217977 角倉一族とその時代 森洋久編 ¥8,800

9784784216734 老舗に学ぶ京の衣食住
佛教大学四条センター叢
書５

西岡正子編 ¥1,900

9784784218127 京都　近代の記憶 場所・人・建築 中川理著 ¥2,200

4784209786 東寺百合文書を読む よみがえる日本の中世
上島有・大山喬平・黒
川直則編

¥2,500

9784784213788 みやこの近代
丸山宏・伊從勉・高木
博志編

¥2,600

9784784216413 京都　伝統工芸の近代
並木誠士・清水愛子・
青木美保子・山田由希

¥2,500

9784784216437 京都の歴史災害 吉越昭久・片平博文編 ¥2,300

9784784216833 老僧が語る京の仏教うらおもて 五十嵐隆明著 ¥900

9784784218356 京都　実相院門跡 宇野日出生編 ¥2,000

【面陳列テーマ】異文化交流と知の世界

【面陳列テーマ】京都　いまむかし
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9784784218455 売茶翁の生涯 ノーマン・ワデル著 ¥3,500

9784784214631 茶の医薬史 中国と日本 岩間眞知子著 ¥9,000

9784784218523 熊倉功夫著作集　第一巻 茶の湯―心とかたち 熊倉功夫著 ¥7,000

9784784218530 熊倉功夫著作集　第二巻 茶の湯と茶人の歴史 熊倉功夫著 ¥7,000

9784784218547 熊倉功夫著作集　第三巻 近代茶道史の研究 熊倉功夫著 ¥7,000

9784784216963
講座　日本茶の湯全史　第１巻
中世

茶の湯文化学会編 ¥2,500

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

9784784216987
講座　日本茶の湯全史　第３巻
近代

茶の湯文化学会編 ¥2,500

9784784218080 茶と室内デザイン 小泉和子編 ¥3,500

9784784218684 和食の歴史 和食文化ブックレット５ 原田信男著 ¥900

9784784218615 和食と健康 和食文化ブックレット４ 渡邊智子･都築毅著 ¥900

9784784218462 おもてなしとマナー 和食文化ブックレット３
熊倉功夫・後藤加寿子
著

¥900

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

9784784218257 和食とは何か 和食文化ブックレット１ 熊倉功夫･江原絢子著 ¥900

9784784218707 「千種」物語
二つの海を渡った唐物茶
壺

竹内順一･岡佳子･ルイ
ズ・コート他編

¥3,200

9784784218639 茶の湯とイエズス会宣教師 中世の異文化交流 ｽﾑｯﾄﾆｰ祐美著 ¥4,600

9784784218370 利休の茶の花 いけばなと茶の湯 桑原宗典著 ¥3,700

9784784218394 花道の思想 井上治著 ¥1,800

9784784216796 宗達伊勢物語図色紙
羽衣国際大学日本文化
研究所伊勢物語絵研究

¥19,000

9784784217854 琳派　響きあう美 河野元昭著 ¥9,000

9784784215959 近代日本における書への眼差し 日本書道史形成の軌跡 髙橋利郎著 ¥4,800

9784784217113 写しの力 創造と継承のマトリクス
島尾新・彬子女王・亀
田和子編

¥4,000

4784206566 禅語辞典
入矢義高監修／古賀英
彦編著

¥9,500

4784210245 くずし字辞典 東京手紙の会編 ¥6,000

4784210539 ジャポニスム入門 ジャポニスム学会編 ¥2,800

4784211624 没後２２０年　蕪村
逸翁美術館・柿衞文庫
編

¥2,200

4784212078 アーツ・アンド・クラフツと日本 ﾃﾞｻﾞｲﾝ史ﾌｫｰﾗﾑ編 ¥2,900

9784784214389 近代工芸運動とデザイン史
デザイン史フォーラム
編

¥2,900

9784784216383 世界を巡る美術探検 木村重信著 ¥2,400

9784784217205 仏教美術を学ぶ 中野玄三・加須屋誠著 ¥3,000

9784784217786 月を愛でる うつろいと輝きの美 逸翁美術館編 ¥1,000

【面陳列テーマ】和･伝統

【面陳列テーマ】美と書の世界
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9784784218783 慶安手鑑 増田孝･日比野浩信編 ¥4,000

9784784215133
御堂関白記全註釈　長徳４年～長
保２年

第２期　第８巻 山中裕編
¥5,000

9784784216451
御堂関白記全註釈　寛弘元年 第１期復刻 山中裕編

¥8,100

9784784216468
御堂関白記全註釈　寛弘２年 第１期復刻 山中裕編

¥5,700

4784212140
御堂関白記全註釈　寛弘３年 第２期　第２巻 山中裕編

¥5,500

4784213023
御堂関白記全註釈　寛弘４年 第２期　第４巻 山中裕編

¥5,500

9784784213740
御堂関白記全註釈　寛弘５年 第２期　第６巻 山中裕編

¥5,000

9784784216475
御堂関白記全註釈　寛弘６年【改
訂版】

第１期復刻 山中裕編
¥4,800

4784212604
御堂関白記全註釈　寛弘７年 第２期　第３巻 山中裕編

¥5,500

9784784213504
御堂関白記全註釈　寛弘８年 第２期　第５巻 山中裕編

¥6,500

9784784216482
御堂関白記全註釈　長和元年 第１期復刻 山中裕編

¥8,400

9784784216499
御堂関白記全註釈　長和２年 第１期復刻 山中裕編

¥11,100

4784211586
御堂関白記全註釈　長和４年 第２期　第１巻 山中裕編

¥6,000

9784784214341
御堂関白記全註釈　長和５年 第２期　第７巻 山中裕編

¥11,500

9784784216505
御堂関白記全註釈　寛仁元年 第１期復刻 山中裕編

¥7,500

9784784216512
御堂関白記全註釈　寛仁２年上 第１期復刻 山中裕編

¥5,400

9784784216529
御堂関白記全註釈　寛仁２年下～
治安元年

第１期復刻 山中裕編
¥5,500

4784203184
京都中世都市史研究 思文閣史学叢書 高橋康夫著

¥8,800

4784206213
中世東寺と弘法大師信仰 思文閣史学叢書 橋本初子著

¥9,800

4784206779
日本古代宮廷社会の研究 思文閣史学叢書 瀧浪貞子著

¥11,800

4784207171
中世京都文化の周縁 思文閣史学叢書 川嶋将生著

¥7,800

4784207805
戦国大名武田氏の研究 思文閣史学叢書 笹本正治著

¥7,800

4784208577
平安時代の古記録と貴族文化 思文閣史学叢書 山中 裕 著

¥8,800

4784208615
法然伝と浄土宗史の研究 思文閣史学叢書 中井真孝著

¥8,800

4784209018
院政期政治史研究 思文閣史学叢書 元木泰雄著

¥7,800

4784209417
源氏物語の史的研究 思文閣史学叢書 山中　裕著

¥9,200

4784210229
中世村落の景観と生活 思文閣史学叢書 原田 信男著

¥10,800

4784210342
近世京都の都市と民衆 思文閣史学叢書 鎌田道隆著

¥7,800

478421058X
中世都市「府中」の展開 思文閣史学叢書 小川信著

¥11,000

4784210911
中世寺院社会の研究 思文閣史学叢書 下坂守著

¥9,800

4784212418
日中親族構造の比較研究 思文閣史学叢書 官文娜著

¥7,200

4784212868
戦国大名の外交と都市・流通 思文閣史学叢書 鹿毛敏夫著

¥5,500

【分類】日本史
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4784213252
京都文化の伝播と地域社会 思文閣史学叢書 源城政好著

¥7,800

9784784213443
摂関時代文化史研究 思文閣史学叢書 関口力著

¥9,000

9784784214310
徳川将軍家領知宛行制の研究 思文閣史学叢書 藤井讓治著

¥7,500

9784784215188
京都の都市共同体と権力 思文閣史学叢書 仁木宏著

¥6,300

9784784216017
東国における武士勢力の成立と展
開

思文閣史学叢書 山本隆志著
¥6,500

4784204369
室町幕府文書集成　奉行人奉書篇
（上）

今谷明・高橋康夫編
¥7,000

4784204377
室町幕府文書集成　奉行人奉書篇
（下）

今谷明・高橋康夫編
¥8,000

4784206574
鉄砲 伝来とその影響 洞 富雄 著

¥9,800

478420752X
古記録と日記  上 山中 裕 編

¥2,900

4784207538
古記録と日記  下 山中 裕 編

¥2,900

4784207708
近代日本の軍部と政治 永井 和 著

¥8,600

4784208011
西洋化の構造 黒船・武士・国家 園田英弘著

¥7,500

4784208631
朝鮮通信使の研究 李元植著

¥15,000

4784208658
近代日本公園史の研究 丸山 宏 著

¥8,400

4784208917
公家と武家 その比較文明史的考察 村井康彦編

¥7,800

4784210105
源氏物語の地理 角田文衛・加納重文編

¥6,200

4784210199
公家と武家Ⅱ 「家」の比較文明史的考

察
笠谷和比古編

¥9,400

4784210377
鹿王院文書の研究 鹿王院文書研究会編

¥13,000

4784210520
吉備と京都の歴史と文化 佛教大学鷹陵文化叢書３ 水野恭一郎著

¥1,900

4784210679
関ヶ原合戦と近世の国制 笠谷和比古著

¥5,800

4784210741
東大寺文書を読む 綾村宏・永村眞・湯山

賢一編
¥2,800

4784210822
京の鴨川と橋－その歴史と生活－ 門脇禎二･朝尾直弘編

¥2,200

4784211233
京都の女性史 京都橘女子大学女性歴

史文化研究所編
¥2,400

4784211454
岩倉使節団の比較文化史的研究 芳賀 徹 編

¥6,500

4784211985
中世村落の景観と環境 山門領近江国木津荘 水野章二編

¥6,800

4784212132
今昔物語集の人々 平安京篇 中村修也著

¥2,300

4784212566
公家と武家の比較文明史 笠谷和比古編

¥8,000

4784212620
明治維新期の政治文化 佐々木克編

¥5,400

4784213163
岩倉使節団における宗教問題 山崎渾子著

¥3,800

4784213228
公家と武家Ⅲ 王権と儀礼の比較文明史

的考察
笠谷和比古編

¥7,800

9784784213368
鉄道日本文化史考 宇田正著

¥5,500

9784784213436
相国寺蔵　西笑和尚文案 自慶長二年至十二年 上田純一・伊藤真昭 ほ

か編
¥7,000

9784784213894
公家と武家Ⅳ 官僚制と封建制の比較文

明史的考察
笠谷和比古編

¥8,500
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9784784213948
明治維新史という冒険 佛教大学鷹陵文化叢書18 青山忠正著

¥2,400

9784784214105
九州の蘭学 越境と交流 Ｗ．ミヒェル・鳥井裕

美子・川嶌眞人編
¥2,500

9784784214136
近代京都研究 丸山宏・伊從勉・高木

博志編
¥9,000

9784784214167
増補・改訂　南北朝期公武関係史
の研究

森茂暁著
¥9,000

9784784214815
文人世界の光芒と古都奈良 大和の生き字引・水木要

太郎
久留島浩・高木博志・
高橋一樹編

¥7,800

9784784215171
奈良朝人物列伝 『続日本紀』薨卒伝の検

討
林陸朗著

¥7,000

9784784215362
後鳥羽院政の展開と儀礼 谷昇著

¥6,000

9784784215423
中世アーカイブズ学序説 上島有著

¥13,000

9784784215478
仁明朝史の研究 承和転換期とその周辺 （財）古代学協会編

¥7,000

9784784215515
近世琵琶湖水運の研究 杉江進著

¥9,000

9784784215539
戦国大名武田氏の権力構造 丸島和洋著

¥8,500

9784784215706
近代日本と地域振興 京都府の近代 高久嶺之介著

¥6,500

9784784215713
天龍寺文書の研究 原田正俊編

¥14,000

9784784215904
古井喜実と中国 日中国交正常化への道 鹿雪瑩著

¥3,800

9784784216024
平安貴族社会の秩序と昇進 佐古愛己著

¥7,800

9784784216093
天皇・将軍・地下楽人の室町音楽
史

三島暁子著
¥6,600

9784784216109
戦国大名権力構造の研究 村井良介著

¥7,000

9784784216123
平安時代貿易管理制度史の研究 渡邊誠著

¥7,000

9784784216215
近世史小論集 古文書と共に 藤井讓治著

¥6,000

9784784216406
栄花物語・大鏡の研究 山中裕著

¥7,200

9784784216628
憲政常道と政党政治 近代日本二大政党制の構

想と挫折
小山俊樹著

¥7,000

9784784216635
戦国大名佐々木六角氏の基礎研究 村井祐樹著

¥11,600

9784784216659
摂関院政期思想史研究 森新之介著

¥6,500

9784784216680
中世の契約社会と文書 村石正行著

¥7,500

9784784216758
室町幕府管領施行システムの研究 亀田俊和著

¥9,800

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

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

9784784217151
日本古代文書研究 渡辺滋著

¥9,200

9784784217175
大正・昭和期の日本政治と国際秩
序

武田知己・萩原稔編
¥6,500

9784784217212
日本中世の領主一揆 呉座勇一著

¥7,200

9784784217311
近世京都近郊の村と百姓 佛教大学研究叢書22 尾脇秀和著

¥4,800

9784784217328
在京大名細川京兆家の政治史的研
究

浜口誠至著
¥6,500

9784784217335
中世後期の香文化 香道の黎明 本間洋子著

¥8,200
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9784784217649
日本中世の環境と村落 橋本道範著

¥8,400

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

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

9784784217878
日本古代国家の農民規範と地域社
会

坂江渉著
¥9,000

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

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

9784784218165
西山地蔵院文書 京都大学史料叢書６ 早島大祐編

¥13,000

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

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

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

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

4784211179
東アジアと『半島空間』 山東半島と遼東半島 千田稔･宇野隆夫編

¥4,800

9784784214501
朝鮮近現代史を歩く 佛教大学鷹陵文化叢書20 太田修著

¥1,900

9784784214648
立憲国家中国への始動 明治憲政と近代中国 曽田三郎著

¥8,000

9784784215386
近世東アジア海域の文化交渉 松浦章著

¥9,000

9784784216802
朝鮮独立運動と東アジア 1910-1925 小野容照著

¥7,500

9784784216826
地域社会から見る帝国日本と植民
地

朝鮮・台湾・満州 松田利彦・陳姃湲編
¥13,800

9784784216956
中華民国の誕生と大正初期の日本
人

曽田三郎著
¥6,500

4784206507
思想史における近世 柴田 純 著

¥5,800

4784208070
葉隠の世界 古川哲史著

¥2,816

4784209123
在村知識人の儒学 川村　肇著

¥6,400

4784210695
近世国家の教育思想 本山幸彦著

¥7,000

4784212744
近世地域教育史の研究 木村政伸著

¥5,700

9784784214914
西村茂樹研究 明治啓蒙思想と国民道徳

論
真辺将之著

¥7,800

9784784215003
知の伝達メディアの歴史研究 教育史像の再構築 辻本雅史編

¥5,700

9784784215102
韓国「併合」前後の教育政策と日
本

佛教大学研究叢書 本間千景著
¥5,600

9784784218172
廣瀬淡窓 井上敏幸監修／高橋昌

彦編著
¥2,500

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

478420749X
脳死は、死でない。 梅原 猛 編

¥1,553

4784208224
漢方と薬のはなし 大塚恭男著

¥2,621

【分類】医学史

【分類】東洋史

【分類】思想･教育史
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4784210563
精神病医齋藤茂吉の生涯 岡田靖雄著

¥3,000

4784211071
医療福祉の祖・長与専斎 外山幹夫著

¥2,000

4784212477
日本梅毒史の研究 医療・社会・国家 福田眞人・鈴木則子編

¥7,000

4784213236
文学に見る痘瘡 川村純一著

¥5,000

9784784214228
江戸期文化人の死因 杉浦守邦著

¥2,500

9784784215812
京都療病院お雇い医師ショイベ 滞日書簡から 森本武利編著

¥7,000

9784784216772
医療の社会史 生・老・病・死 京都橘大学女性歴史文

化研究所編
¥2,800

9784784217540
軍医森鴎外のドイツ留学 武智秀夫著

¥3,000

9784784217748
緒方郁蔵伝 幕末蘭学者の生涯 古西義麿著

¥2,500

9784784217861
前野良沢 生涯一日のごとく 鳥井裕美子著

¥2,500

4784205381
黄檗文化人名辞典 大槻幹郎・加藤正俊・

林雪光編著
¥15,000

4784207309
空花集 入矢義高短編集 入矢義・著

¥2,427

4784209891
仏教思想と浄土教 水谷幸正著

¥12,000

4784211306
訳注　大乗起信論 古賀英彦 訳注

¥3,400

4784211381
一宮ノオト 齋藤盛之著

¥2,200

4784212817
関山慧玄と初期妙心寺 加藤正俊著

¥6,500

9784784213870
石山寺の信仰と歴史 綾村宏編

¥1,800

9784784215416
天翔ける白鴎 愚中周及の生涯 児玉修著

¥1,600

9784784216543
新訂　法然上人絵伝 中井真孝校注

¥2,800

9784784217441
住心院文書 首藤善樹・坂口太郎・

青谷美羽編
¥6,000

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

4784207597
平安時代書道史 春名好重著

¥3,689

4784209441
金森宗和茶書 茶湯古典叢書４ 谷晃編

¥12,500

4784209484
書の文化史 波多野幸彦著

¥3,800

4784209913
仏教東漸の旅 はるかなるブッダの道 宇野茂樹著

¥2,500

4784210288
フェノロサ社会論集 山口 靜一編

¥7,800

4784210989
壁紙のジャポニスム 松村恵理著

¥3,200

4784211063
竹内栖鳳とその弟子たち 田中日佐夫・田中修二

著
¥3,048

4784211942
ドイツにおける〈日本＝像〉 ﾕｰｹﾞﾝﾄｼｭﾃｨｰﾙからﾊﾞｳﾊｳｽ

まで
ｸﾗｳﾃﾞｨｱ・ﾃﾞﾗﾝｸ著

¥3,800

4784212655
公家茶道の研究 谷端昭夫著

¥6,500

4784212736
根付　高円宮コレクションⅡ 高円宮妃殿下編

¥4,000

【分類】宗教史

【分類】美術史
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4784213139
茶道と恋の関係史 岩井茂樹著

¥3,800

9784784214396
正倉院宝物に学ぶ 奈良国立博物館編

¥3,000

9784784215058
応用美術思想導入の歴史 ウィーン博賛同より意匠

条例制定まで
天貝義教著

¥7,500

9784784215980
動物・植物写真と日本近代絵画 中川馨著

¥5,000

9784784216031
近代数寄者のネットワーク 茶の湯を愛した実業家た

ち
齋藤康彦著

¥4,000

9784784216062
茶の湯と音楽 岡本文音著

¥7,800

9784784216079
室町水墨画と五山文学 城市真理子著

¥6,000

9784784216154
風俗絵画の文化学Ⅱ 虚実をうつす機知 松本郁代・出光佐千

子・彬子女王編
¥7,000

9784784216581
正倉院宝物に学ぶ２ 奈良国立博物館編

¥2,500

9784784217601
元伯宗旦の研究 中村静子著

¥7,800

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

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

9784784218097
正倉院宝物と古代の技 木村法光著

¥15,000

9784784218219
正倉院の香薬 材質調査から保存へ 米田該典著

¥10,000

9784784218493
箜篌の研究 東アジアの寺院荘厳と絃

楽器
中安真理著

¥6,000

4784207074
中井家大工支配の研究 谷 直樹 著

¥7,800

4784209220
近世上方大工の組・仲間 川上　貢著

¥9,000

4784209840
近世京都の町・町家・町家大工 日向 進著

¥7,800

4784210369
宮古島狩俣の神歌 その継承と創成 内田　順子著

¥6,600

478421092X
天神祭 火と水の都市祭礼 大阪天満宮文化研究所

編
¥2,600

4784210954
神霊の音ずれ 太鼓と鉦の祭祀儀礼音楽 朱家駿著

¥3,500

4784211519
三匹獅子舞の研究 笹原亮二著

¥6,500

4784212434
棟札の研究 水藤真著

¥3,800

4784212485
逆欠如の日本生活文化 園田英弘編著

¥3,800

4784212825
京・近江・丹後大工の仕事 近世から近代へ 建部恭宣著

¥5,500

9784784213412
布がつくる社会関係 インド絞り染め布とムス

リム職人の民族誌
金谷美和著

¥6,200

9784784213450
日本産業技術史事典 日本産業技術史学会編

¥12,000

9784784216253
軍事技術者のイタリア・ルネサン
ス

築城・大砲・理想都市 白幡俊輔著
¥5,600

9784784216789
日本の食の近未来 熊倉功夫編

¥2,300

9784784217182
日本庭園像の形成 片平幸著

¥4,000

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

9784784217465
『作庭記』と日本の庭園 白幡洋三郎編

¥5,000

【分類】文化史
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9784784218059
近世日本の銅と大坂銅商人 今井典子著

¥7,500

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

9784784218431
記念植樹と日本近代 林学者本多静六の思想と

事蹟
岡本貴久子著

¥9,000

9784784214006
蓬莱山と扶桑樹 日本文化の古層の探求 岡本健一著

¥5,500

9784784215461
高句麗壁画古墳と東アジア 門田誠一著

¥8,600

9784784217915
碇の文化史 佛教大学研究叢書25 石原渉著

¥5,800

4784201823
増補　蓮月尼全集 村上素道編

¥12,000

478420668X
晶子と寛の思い出 与謝野 光 著

¥1,748

4784207686
正岡子規入門 和田茂樹監修／和田克

司編
¥1,942

4784211322
平成新修古筆資料集　第二集 田中 登 編

¥2,500

478421223X
百人一首万華鏡 白幡洋三郎編

¥2,400

4784212515
新興俳人の群像 「京大俳句」の光と影 田島和生著

¥2,300

4784212779
平成新修古筆資料集　第三集 田中登編

¥2,500

9784784214044
俳句とジャポニスム メキシコ詩人タブラーダ

の場合
太田靖子著

¥5,800

9784784214082
一千年目の源氏物語 シリーズ古典再生１ 伊井春樹編

¥1,600

9784784214129
日本の心と源氏物語 シリーズ古典再生２ 岡野弘彦編

¥1,800

9784784214235
歴史のなかの源氏物語 シリーズ古典再生３ 山中裕編

¥2,200

9784784214273
平成新修古筆資料集　第四集 田中登編

¥2,500

9784784214372
源氏物語　千年のかがやき 国文学研究資料館編

¥1,900

9784784214440
幸田露伴の世界 井波律子･井上章一編

¥5,000

9784784215379
平成新修古筆資料集　第五集 田中登編

¥2,500

9784784215492
日本文学の｢女性性｣ 二松学舎大学学術叢書 増田裕美子・佐伯順子

編
¥2,300

9784784215591
松花堂昭乗と瀧本流の展開 山口恭子著

¥8,600

9784784216000
翻訳文学の視界 近現代日本文化の変容と

翻刻
井上健編

¥2,500

9784784216055
岡倉天心の比較文化史的研究 ボストンでの活動と芸術

思想
清水恵美子著

¥10,700

9784784217304
西鶴の文芸と茶の湯 石塚修著

¥6,000

9784784217359
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
磯水絵・小井土守敏・
小山聡子編

¥4,800

9784784217694
平家物語生成考 浜畑圭吾著

¥7,000

【分類】文学

【分類】考古学
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