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1 落語―哲学 5 吉本隆明全集　第1期　全12巻

中村 昇 吉本隆明

2018 272p 四六判 亜紀書房 2017 約8,000ｐ A5変 晶文社

ISBN 9784750515502 ¥1,800 ISBN 9784794971401 ¥77,900

2 真実について 6 神の亡霊
ハリー・G・フランクファート 著/山形 浩生 訳・解説 小坂井　敏晶 

2018 144ｐ 四六判変型 亜紀書房 2018 336ｐ 四六判 東京大学出版会

ISBN 9784750515519　 ¥1,400 ISBN 9784130131513 ¥2,800

3 私は自由なのかもしれない 7 国家の哲学
斎藤慶典 瀧川　裕英

2018 480ｐ 四六判 慶應義塾大学出版会 2017 376ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784766425284 ¥2,800 ISBN 9784130311892 ¥4,500

4 カントの批判的法哲学 8 歴史の地震計
松本和彦 田中　純 

2018 896ｐ A5判 慶應義塾大学出版会 2017 376ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784766425314 ¥15,000 ISBN 9784130101325 ¥4,800

(印刷その他に関するお問い合わせ先：　宏侑舎　FAX:(045)929-2906　　e-mail: kouyou384@outlook.com)

 

   学術書 推薦図書リスト

歴史・哲学・思想
当目録では、人文系専門書の出版社（亜紀書房、以文社、エディションシナプス、大月書店、慶應義塾大学出版会、晶
文社、創元社、筑摩書房、東京大学出版会、日本評論社、白水社、法政大学出版局、丸善出版、ゆまに書房、吉川弘
文館 五十音順）など各社の推薦図書を各分野に分けてご案内させていただきます。 書籍の内容に関するお問い合わ
せは各出版社までお願いします。表示の価格はカタログ作成時の本体価格です。

＜哲学、各論＞

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ウィトゲンシュタインからニーチェ、西田幾多郎にいたる
まで、古今の思想を駆使しつつ、落語を哲学する！

『ウンコな議論』の著者による「真実」の復権とその「使
いみち」について。

臓器の所有や死まで縦横に論じた『UP』連載に，著者
の思考の軌跡を注として加筆した渾身の論考．

生命の自己保存を至上命令とする自然に生きる私たち
に、「自由」はいかにして可能か。

個人は国家に対して義務を負うか？古今の思想の渉猟
を通して、国家の存在意義を解明する。

最新のドイツ・カント哲学研究を精査し無窮の問いに挑
む。カントの『法論』、法哲学の現代的意義を解明。

特異な美術史家ヴァールブルクのイメージの地図帖に
ついて考察した、イメージ研究座右の書。

取扱い書店

「宮沢賢治ノート」「マチウ書試論」「擬制の終焉」「言語
にとって美とはなにか」「共同幻想論」他収録。

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://stat.ameba.jp/user_images/20150513/09/netdecomprint/49/4d/p/t02200284_0359046413305551685.png&imgrefurl=http://ameblo.jp/netdecomprint/entry-12026031182.html&h=284&w=220&tbnid=XcAjI9s2QkfmkM:&docid=rvhB40yKtpwUDM&ei=5JYAVvObMcbUmgW-3JSgDQ&tbm=isch&ved=0CB4QMygbMBs4kANqFQoTCPOd0_OnicgCFUaqpgodPi4F1A
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://stat.ameba.jp/user_images/20150513/09/netdecomprint/49/4d/p/t02200284_0359046413305551685.png&imgrefurl=http://ameblo.jp/netdecomprint/entry-12026031182.html&h=284&w=220&tbnid=XcAjI9s2QkfmkM:&docid=rvhB40yKtpwUDM&ei=5JYAVvObMcbUmgW-3JSgDQ&tbm=isch&ved=0CB4QMygbMBs4kANqFQoTCPOd0_OnicgCFUaqpgodPi4F1A


9 メルロ＝ポンティ哲学者事典（全3巻・別巻1） 15 個体化の哲学
ジルベール・シモンドン

2017 平均460p A5判 白水社 2018 638ｐ 四六判 法政大学出版局

ISBN 　 ¥22,600 ISBN 9784588010835 ¥6,200

10 時間と自由意志　-自由は存在するか 16 百科全書の時空
青山拓央 逸見龍生

2016 304p 四六判 筑摩書房 2018 406ｐ Ａ5判 法政大学出版局

ISBN 9784480847454 ¥2,800 ISBN 9784588150913 ¥7,000

11 新哲学対話　-ソクラテスならどう考える？ 17 カントの自由論
飯田隆 ヘンリー・Ｅ.アリソン

2017 320ｐ 四六判 筑摩書房 2017 590p 四六判 法政大学出版局

ISBN 9784480843142 ¥2,300 ISBN 9784588010606 ¥6,500

＜東洋哲学、西洋哲学＞

12 井筒俊彦の東洋哲学 18 ローティ　－連帯と自己超克の思想

澤井義次編 冨田恭彦

2018 382ｐ A5判 慶應義塾大学出版会 2016 320ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784766425390 ¥5,000 ISBN 9784480016447 ¥1,700

　

13 井筒俊彦英文著作翻訳コレクション　言語と呪術 19 アタリ文明論講義　未來は予測できるか

井筒俊彦/安藤礼二監訳小野純一訳 ジャック・アタリ著　　林昌宏訳

2018 272ｐ A5判 慶應義塾大学出版会 2016 　 A6判 筑摩書房

ISBN 9784766424577 ¥3,200 ISBN 9784480097514 ¥1,000

14 エセー（全7巻） 20 英米哲学史講義
ミシェル・ド・モンテーニュ著／宮下志朗訳 一ノ瀬正樹
2005〜
2016 　平均343p 四六判 白水社 2016 　 A6判 筑摩書房

ISBN 　 ¥16,300 ISBN 9784480097392 ¥1,200
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国内外の気鋭の研究者１３名らによる、過去３年にわた
る井筒思想研究の成果として結実した論文集。

彼の思想を哲学史の中で明快に一から読み解き、後半
生の政治的発言にまで繋げて見せる決定版。

言語は、論理であるとともに呪術である―。若き井筒俊
彦が、大胆に提示した〈言語学原論〉。

歴史を動かすのは先を読む力だ。混迷を深める現代文
明の行く末を見通し対処するにはどうすればよいのか。

知識人の教養書として古くから読みつがれてきた名著。
平易かつ明晰な訳文で古典の面白さをお楽しみ下さ
い。

もれなく哲学がわかる、考える人の座右の「友」。
フランス科学認識論の系譜にあり、ドゥルーズやスティ
グレールに多大な影響をもたらした大著。

我々は多くの可能性から一つの現実を選択している様
に見えるがそれは本当か？自由とは何かという難問を
拓く。

近代啓蒙思想史上の記念碑たる『百科全書』は、検閲
や弾圧の中でいかにして執筆・編集・出版されたのか。

ソクラテスと古代の賢人たちが現代の哲学的難問を大
激論！

ロックやヒュームらの経験論はいかにして功利主義、プ
ラグマティズムそして現代の正議論や分析哲学へと連
なるのか。

現代の英米圏を代表する哲学史家の一人であり、カン
ト研究者であるアリソンの主著にして、初の邦訳。

（第一巻〜第三巻）モーリス・メルロ＝ポンティ編著／加賀
野井秀一他監訳、（別巻）加賀野井秀一他監修



21 柄谷行人講演集成　1985-1988　言葉と悲劇 27 日本精神史　-自然宗教の逆襲

柄谷行人 阿満利麿

2017 　 A6判 筑摩書房 2017 312ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784480097714 ¥1,200 ISBN 9784480847461 ¥1,800

　 ＜倫理、宗教他＞ 　 　

22 武士神格化の研究　全２冊 28 ＜業＞とは何か　-行為と道徳の仏教思想史

高野信治著 平岡聡

2017 800p A5判 吉川弘文館 2016 272ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784642034821 ¥16,000 ISBN 9784480016454 ¥1,600

23 依存的な理性的動物 29 宣教師ザビエルと被差別民
アラスデア・マッキンタイア 沖浦和光

2018 288ｐ 四六判 法政大学出版局 2016 224ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784588010767 ¥3,300 ISBN 9784480016478 ¥1,500
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初期仏教から大乗仏教まで、様々に変遷してきたこの
思想の歴史と論理をスリリングに読み解く。

　 　

　 　

　 　

シェイクスピアからヴィトゲンシュタイン、西田幾太郎か
らスピノザ、その横断的な議論は批評の可能性そのも
のを顕示する。

日本人の神観念と共同意識の原点に立ち返り、歴史的
由来を探る。

伝統的な哲学が前提としてきた、ヒトとそれ以外の動物
を区別する根拠とは何か？

日本、アジア各地での布教活動の跡をたどり、キリシタ
ン渡来が被差別民にもたらしたものが何だったのか解
明。

全国の四千以上の武士祭神を見出して祀られる契機と
過程を解明。郷土史研究にも不可欠な書。



33 39

西田　知己 ロバート・モートン編
2017 256ｐ 四六判 筑摩書房 2018 250p B5判 ユーリカ・プレス

ISBN 9784480016553 ¥1,600 ISBN 9784861662065 ¥28,000

34 初稿　倫理学 40

和辻哲郎　苅部直編 　 嶋倉民生 ／ 井上正也

2017 　 A6判 筑摩書房 2018 　A5判 ゆまに書房

ISBN 9784480098115 ¥1,000 ISBN 9784843354353 ¥183,000

＜歴史、歴史学＞

35 41 図説 世界を変えた100の文書（ドキュメント）

イアン・ラクストン編、ロバート・モートン編　 スコット・クリスチャンソン著／松田和也訳

2013 408p B5判 ユーリカ・プレス 2018 224p B5判変型 創元社

ISBN 　9784902454833 ¥29,800 ISBN 9784422215303 ¥3,600

36 42 [秘]外国新聞に現はれたる支那事変漫画

イアン・ラクストン編 　白戸健一郎解説

2015 433p B5判 ユーリカ・プレス 2017 192p A5判 創元社

ISBN 9784902454956 ¥34,800 ISBN 9784422933764 ¥3,700

　

37 43 わかる・身につく歴史学の学び方

イアン・ラクストン編 大学の歴史教育を考える会

2016 772p B5判 ユーリカ・プレス 2016 208p A5判 大月書店

ISBN 9784902454963 ¥59,800 ISBN 9784272412365 ¥2,000

38 44

イアン・ラクストン編 羽田　正 

2015 473p B5判 ユーリカ・プレス 2018 302ｐ 四六判 東京大学出版会

ISBN 9784902454949 ¥34,800 ISBN 9784130251716 ¥2,700
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シリーズ・グローバルヒストリー
1　グローバル化と世界史

日本語と道徳　-本心・正直・誠実・智慧はいつ

生まれたか

英国外交官アーネスト・サトウの日記手稿の英文翻刻・
注釈版。明治期に日英間で活躍する若きサトウの記
録。

内閣情報部・情報宣伝研究資料からのリプリント第二
弾。

日清戦争後に英国公使として赴任した中国でのアーネ
スト・サトウの日記手稿の英文翻刻・注釈版。

「歴史学」とは何を学ぶのか。大学４年間の学びに欠か
せないワザと工夫を指南。

外交官引退後第2回ハーグ平和会議などで活躍する
アーネスト・サトウの日記。手稿の英文翻刻・注釈版。

「新しい世界史」叙述を提起し，大きく展開する学問状
況と，その実践についてわかりやすく論点を明示する．

日本語の変遷を通して、日本的道徳観の本質を探る。
幕末維新期の駐日英国公使パークスと本国との往復私
信を翻刻するシリーズ第1巻。編者による詳しい注釈
付。

個の内面ではなく、人と人との「間柄」に倫理の本質を
求めた和辻の人間学。幻の名論考復活。

国交未確立の時期に日中国交正常化の原動力となっ
た、LT・MT貿易の全貌を示す。

世界に大きな変化をもたらすきっかけを生んだ文書を
100本選び写真と解説で構成した。図説世界史。

英国外交官として開国期日本に大きな足跡を残した
アーネスト・サトウの日記手稿の英文翻刻・注釈版。

英文翻刻・注釈版『アーネスト・サトウ日
記』幕末維新期編(1861-1869)

英文翻刻・注釈版『アーネスト・サトウ日
記』明治前期編（1870-1883）

英文翻刻・注釈版『アーネスト・サトウ日記』駐清   公使
時代編（全2巻） （1900-1906）

英文翻刻・注釈版『アーネスト・サトウ日記』日露終戦、第
2回ハーグ平和会議から第一次世界大戦へ（1906-

1911）

『駐日英国公使パークス・英国外務次官ハモンド往復私
信 幕末期編』（英文翻刻・注釈版）

愛知大学国際問題研究所所蔵
LT・MT貿易関係資料



＜日本史、東洋史＞

45 歴史を社会に活かす 51 国史大辞典　全15巻（17冊）
歴史学研究会　編 国史大辞典編集委員会編

2017 328ｐ A5判 東京大学出版会
1979～
1997 平均1000ｐ 四六倍判 吉川弘文館

ISBN 9784130230735 ¥3,200 ISBN 9784642005012～ ¥297,000

46 戦後日本の歴史認識 52 明治時代史大辞典　全4巻
五百旗頭　薫 ほか編 宮地正人・佐藤能丸・櫻井良樹編

2017 288ｐ 四六判 東京大学出版会
2011～
2013 平均1010p 四六倍判 吉川弘文館

ISBN 9784130230728 ¥2,800 ISBN 9784642014618～ ¥104,000

47 53 アジア・太平洋戦争辞典

リン・Ｈ・ニコラス著／若林美佐知訳 吉田　裕・森　武麿・伊香俊哉・高岡裕之編

2018 計874p 四六判 白水社 2015 858p 四六倍判 吉川弘文館

ISBN 　 計\10,000 ISBN 9784642014731 ¥27,000

48 第二次世界大戦1939-45（上・中・下） 54 秘録 維新七十年図鑑　〈新装版〉

アントニー・ビーヴァー著／平賀秀明訳 東京日日新聞社・大阪毎日新聞社編

2015 計1598p 四六判 白水社 2018 286p 菊倍判 吉川弘文館

ISBN 　 ¥9,900 ISBN 9784642038706 ¥10,000

　

49 近代日本の洋風建築　―開化篇 55 戦国期細川権力の研究
藤森照信 馬部隆弘著

2017 400ｐ A5判 筑摩書房 2018 808p A5判 吉川弘文館

ISBN 9784480873897 ¥3,800 ISBN 9784642029506 ¥20,000

50 近代日本の洋風建築　―栄華篇 56 好古の瘴気―近代奈良の蒐集家と郷土研究

藤森照信 黒岩康博

2017 448ｐ A5判 筑摩書房 2017 384ｐ A5判 慶應義塾大学出版会

ISBN 9784480873903 ¥4,000 ISBN 9784766424805 ¥6,400
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「図書館員が選んだレファレンスツール2015」参考図書
の部第1位！　定本的歴史百科の決定版。

未曾有の大戦の全容を網羅し、明瞭かつ精彩に描いた
通史。英国の戦史ノンフィクション作家による超大作。

昭和１２年開催の博覧会の展示品をまとめた図鑑。古
文書や実物資料を豊富に掲載した稀覯本を新装復刊。

主に文献学だった近代建築史に建物の調査や関係者
取材を取り入れた藤森流建築史。

細川京兆家の分裂・抗争は、三好長慶ら配下たちの成
長をもたらす。発給文書を分析し権力の変容を論じる。

西洋館を否定しモダニズムが台頭する第2巻「栄華
篇」。

郷土研究者たちの場所（踏査）とモノ（収集）への飽くな
き執着から地域の知的構造を明らかにする。

歴史研究の新たな成果は社会に伝わっているのか。現
場の声と向き合い、歴史学が取り組むべき課題を示
す。

戦後日本が抱える問題について，第一線の研究者が紐
解き，アジア諸国との和解への新たな可能性を探る．

「明治」を知れば「いま」が見える！　最大・最新の〈明治
時代〉総合歴史辞典。

ナチ支配下のヨーロッパにおいてヒトラーの人種主義が
子どもたちに課した過酷な処遇を、史料に基づき論じる

“あの戦争”とは何だったのか？ 　約2500項目を図版を
交え平易に解説する。

ナチズムに囚われた子どもたち
人種主義が踏みにじった欧州と家族（上・下）



57 選挙干渉と立憲政治 63 沖縄戦を生きぬいた人びと
末木孝典 吉川麻衣子著

2018 356ｐ A5判 慶應義塾大学出版会 2017 192p 四六判 創元社

ISBN 9784766425307 ¥7,000 ISBN 9784422300702 ¥1,600

58 空中写真に遺された昭和の日本〈東日本編〉 64 歴史学が挑んだ課題
一般財団法人日本地図センター編 歴史科学協議会

2017 168p A4判 創元社 2017 384p A5判 大月書店

ISBN 9784422220079 ¥8,000 ISBN 9784272510115 ¥3,700

　

59 空中写真に遺された昭和の日本〈西日本編〉 65 「慰安婦」問題と未来への責任

一般財団法人日本地図センター編 中野敏男・板垣竜太・金昌禄・岡本有佳・金富子　

2018 168p A4判 創元社 2017 304p 四六判 大月書店

ISBN 9784422220086 ¥8,000 ISBN 9784272521098 ¥2,400

60 近代日本の旅行案内書図録 66 ウォー・ギルト・プログラム
荒山正彦著 賀茂道子

2018 256p B5判 創元社 2018 300ｐ Ａ5判 法政大学出版局

ISBN 9784422210179 ¥4,500 ISBN 9784588321344 ¥5,200

　

61 明治維新とは何だったのか 67 帝国と立憲　-日中戦争はなぜ防げなかったのか

一坂太郎著 坂野潤治

2017 288p 　四六判 創元社 2017 272ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784422201597　 ¥1,500 ISBN 9784480858092 ¥1,700

62 躍動する青春 68 ユーラシア帝国の興亡
鄭麗玲著／河本尚枝訳 クリストファー・ベックウィズ著、斎藤純男訳

2017 256p B5判 創元社 2017 672ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784422202723 ¥3,600 ISBN 9784480858085 ¥4,200
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破滅への道を回避できなかった真因を七十年の歩みか
ら考える。

明治初期から昭和戦前期に刊行された「旅行案内書」
の系譜を初めて体系化したビジュアル読本。

日本人はＧＨＱに「洗脳」されたのか？膨大な資料に基
づき、江藤淳らの従来の説に修正を迫る。

薩摩・長州の出身者がリードした幕末維新の出来事を
一次史料からたどり、その功罪を再検証する。

日本統治下時代の台湾の学生生活を、調査資料やイ
ンタビューと、170点以上の貴重な写真で描き出す。

スキュタイ、フン、モンゴルから現代まで、世界の経済・
学問を担った最重要地域の歴史を描く。

明治25年の第2回衆議院選挙における選挙干渉事件を
掘り下げ、藩閥政府対民党の権力構造を剔抉する。

「沖縄戦体験を語らう場」、その10年間、 837回、2924時
間に及ぶ体験者の声を集めた記録。

米軍撮影高精度モノクロ空中写真と、国土地理院撮影
高精度空中写真を多数収録。昭和の日本を知る基本
資料。

　日本の歴史学界で論じられてきた重要かつ基礎的
テーマを俯瞰し、研究の意義、今後の課題と可能性を
提示。

米軍撮影高精度モノクロ空中写真と、国土地理院撮影
高精度空中写真を多数収録。昭和の日本を知る基本
資料。

政府間「合意」をめぐる深い溝。その原因を徹底検証
し、未来に向けて果たすべき責任を探る。



69 ドキュメント北方領土問題の内幕 75 現代語訳　信長公記（全）
若宮啓文 大田牛一、榊山潤訳

2016 400ｐ 四六判 筑摩書房 2017 　 A6判 筑摩書房

ISBN 9784480016409 ¥1,800 ISBN 9784480097774 ¥1,500

70 ソ連という実験　―国家が管理する民主主義は可能か 76 増補 海洋国家日本の戦後史　

松戸清裕 宮城大蔵

2017 400ｐ 四六判 筑摩書房 2017 　 A6判 筑摩書房

ISBN 9784480016423 ¥1,800 ISBN 9784480098160 ¥1,100

＜西洋史＞

71 77 SPQR ローマ帝国史Ⅰ

芳賀　徹 メアリー・ビアード 著/宮﨑 真紀 訳

2017 400ｐ 四六判 筑摩書房 2018 368ｐ 四六判 亜紀書房

ISBN 9784480016461 ¥1,800 ISBN 9784750515373 ¥2,400

72 増補 学校と工場　-二十世紀日本の人的資源 78 SPQR ローマ帝国史Ⅱ
猪木武徳 メアリー・ビアード 著/宮﨑 真紀 訳

2016 　 A6判 筑摩書房 2018 388ｐ 四六判 亜紀書房

ISBN 9784480096074 ¥1,300 ISBN 9784750515380　 ¥2,400

　

73 頼山陽とその時代（上） 79 ショスタコーヴィチとスターリン
中村真一郎 ヴォルコフ/亀山郁夫訳

2017 　 A6判 筑摩書房 2018 560p 四六判 慶應義塾大学出版会

ISBN 9784480097781 ¥1,500 ISBN 9784766424997 ¥5,800

74 頼山陽とその時代（下） 80 ヴェネツィアの歴史
中村真一郎 中平希著

2017 　 A6判 筑摩書房 2018 336p 　四六判 創元社

ISBN 9784480097798 ¥1,700 ISBN 9784422203423 ¥2,200
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国民との対話や社会との協業を模索しながらも失敗を
繰り返したソ連の姿を描く。

戦後アジアの巨大な変貌の背景には、開発と経済成長
という日本の「非政治」的な戦略があった。

徳川の平和はどの様な文化的達成を成し遂げたか。琳
派から本草学、蕪村、芭蕉を経て白石や玄白、源内、
崋山まで。

政治、経済、戦争、ローマ人の意外な暮らしぶりを鮮や
かに描き出す、今までにないローマ史。

文明としての徳川日本　－一六〇三
～一八五三年

学校、会社、軍隊など、人的資源の形成と配分のシス
テムを探る日本近代史。

ネロは本当に暴君だったのか？哲人皇帝マルクス・ア
ウレリウスの裏の顔とは？SPQR 完結編。

山陽や彼と交流のあった人々を活写し、漢詩文の魅力
を伝える傑作評伝。

スターリン時代、ショスタコーヴィチは全体主義と芸術の
相克をどのように乗り越えようとしたのか。

江戸の学者や山陽の弟子たちを眺めた後、畢生の書
「日本外史」をはじめ、三洋の学芸を論じる。

ビザンツ世界とローマ・カトリック世界の間という立地を
活かして交易で財をなしたヴェネツィアの通史。

1956年の日ソ共同宣言によりソ連との戦争状態は終結
した。クレムリン、東京、ワシントンでの全貌を描く。

幼少期から「本能寺の変」まで、織田信長の足跡をつぶ
さに伝える一代記。



　 　

81 ヴァイキングの歴史 87

熊野聰著／小澤実［解説・文献解題］ イアン・カーショー著／三浦元博、竹田保孝訳

2017 312p 四六判 創元社 2017 512p A5判 白水社

ISBN 　9784422203416 ¥2,200 ISBN 9784560095362 ¥6,200

82 88 ハプスブルク・スペイン　黒い伝説

クレイグ・ネルソン著／平賀秀明訳 ジョセフ・ペレス著、小林一宏訳

2018 計790p 四六判 白水社 2017 288ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 　 計\7,600 ISBN 9784480861337 ¥2,600

83 89 アガサ・クリスティーの大英帝国

リチャード・J・エヴァンズ著／井出匠、大内宏一、小原淳、前川陽祐、南祐三訳 東秀紀

2018 計882p A5判 白水社 2017 272ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 　 計\11,400 ISBN 9784480016522 ¥1,600
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［シリーズ近現代ヨーロッパ200年史全4
巻］

パール・ハーバー　恥辱から超大国へ（上・下）

　 　

略奪者、傭兵、交易商人、政治的支配者として欧州史
に深く関与したヴァイキングの歴史。

英国の泰斗が20世紀前半を通観。二度の世界大戦を
軸に、政治・経済・文化と各地域を網羅した決定版！

前史から、「卑怯な騙し討ち」、凄惨な攻防、原爆投下、
現代まで、両国の戦いの諸相を縦横に網羅した大全。

十六世紀、新大陸からの銀を背景に世界覇権国となっ
たスペインを凋落させたのは彼らを取り巻く「黒い噂」
だった。

「下からの社会史」を標榜する英国の近現代史家が、時
代の香りを伝え、人物と逸話を物語る通史の決定版！

アガサ・クリスティーの生涯を「ミステリ」と「観光」を軸に
追いながら大英帝国の二十世紀を描き出す。

　 　

［シリーズ近現代ヨーロッパ200年史全4巻］

力の追求　ヨーロッパ史1815-1914（上・下）



　 ＜伝記＞

93 神と革命　ロシア革命の知られざる真実 99 明治天皇紀附図　
下斗米伸夫 明治神宮監修　

2017 384ｐ 四六判 筑摩書房 2012 図版81枚　解説112p A3判 吉川弘文館

ISBN 9784480016577 ¥1,800 ISBN 9784642038140　 ¥80,000

94 ムッソリーニ　　一イタリア人の物語 100 東叡山寛永寺 徳川将軍家御裏方霊廟　（全3冊セット）　

ロマノ・ヴィルピッタ 寛永寺谷中徳川家近世墓所調査団編　

2017 　 A6判 筑摩書房 2012 1520p A3判 吉川弘文館

ISBN 9784480098078 ¥1,400 ISBN 9784642093842　 ¥150,000

95 101 ガンディーとチャーチル（上・下）

シュロモ―・サンド著　高橋武智訳 アーサー・ハーマン著／田中洋二郎監訳／守田道夫訳

2017 　 A6判 筑摩書房 2018 計840p 四六判 白水社

ISBN 9784480097996 ¥1,800 ISBN 　 計\8,000

　

96 102 ヒトラー（上・下）
ティモシー・スナイダ―著 布施由紀子訳 イアン・カーショー著／（上）川喜田敦子訳、（下）福永美和子訳／石田勇治監修

2015 352ｐ 四六判 筑摩書房 2015〜
2016 計1946p A5判 白水社

ISBN 9784480861290 ¥2,800 ISBN 　 ¥19,000

　

＜社会科学＞

97 103 金融危機をめぐる１０のテーゼ

ティモシー・スナイダ―著 布施由紀子訳 Ａ・フマガッリ、Ｓ・メッザードラ著／朝比奈佳厨、長谷川若枝訳

2015 400ｐ 四六判 筑摩書房 2010 272p A5判 以文社

ISBN 9784480861306 ¥3,000 ISBN 9784753102846 ¥3,200

98 クラフツマン　作ることは考えることである 104 脱　帝国
リチャード・セネット著　高橋勇夫訳 陳光興(チェン・グァンシン)著／丸川哲史訳

2016 544ｐ 四六判 筑摩書房 2011 304p A5判 以文社

ISBN 9784480864451 ¥4,000 ISBN 9784753102945 ¥3,200
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死者およそ1400万人。ドイツとソ連が敢行した史上最悪
の大量殺戮。その全貌が明らかに。

学識と読みやすさを兼ね備え、複雑な構造的要因の移
りゆきを解明。英国の泰斗による圧巻の評伝。

この悲劇は度重なる政治の嘘によって隠蔽された。歴
史家の執念が掘り当てた真実とは？

アメリカの金融拡大政策が生んだ、大量かつ多様な金
融商品が乱舞する〈クラウド・ソーシング〉の政治経済学

ローマ帝国の煉瓦職人からストラディヴァリウスの工房
まで、近代が忘却した職人的技能も由来と本質。

アジア圏内の中の〈内なる帝国＝アメリカ〉を問い直し、
真の「脱帝国」へとつなげる画期的理論＝実践の書。

無神論を国是とするソ連時代の封印を解き、革命のダ
イナミズムを初めて明らかにする。

『明治天皇紀』の記述の理解を深めるため、二世五姓
田芳柳が描いた全８１葉の水彩画を公刊。

イタリアの激動の歴史、その象徴ともいえる指導者の実
像とは。既成のイメージを刷新する画期的ムッソリーニ
伝。

上野寛永寺に眠る徳川将軍家の正室・側室…。万全な
る学術調査団による詳細な研究成果を結集！

歴史記述の精緻な検証によってユダヤ人の実像に迫
り、そのアイデンティティを根幹から問う。

戦争と平和、革命と反動、英雄と民衆――20世紀とは
何だったのか？二人の人生行路から眺めた一大記念
碑。

ユダヤ人の起源　―歴史はどのように創
作されたのか

ブラッドランド（上）ヒトラーとスターリン　大量殺戮の真実

ブラッドランド（下）ヒトラーとスターリン　大量殺戮の真実



105 聖なるものの刻印 111 功利的理性批判
ジャン＝ピエール・デュピュイ著／西谷修、森元庸介、渡名喜庸哲訳 アラン・カイエ著／藤岡俊博訳

2014 352p 四六判 以文社 2011 272p 四六判 以文社

ISBN 9784753103188 ¥3,200 ISBN 9784753102860 ¥2,800

106 日本を再発明する 112 具体性の哲学
テッサ・モーリス＝スズキ著／伊藤茂訳 森元斎

2014 308p 四六判 以文社 2015 320p 四六判 以文社

ISBN 9784753103195 ¥2,800 ISBN 9784753103287 ¥2,600

107 増補 Ｇ８サミット体制とはなにか 113 触れることのモダニティ
栗原康 高村峰生

2016 184p 四六判 以文社 2017 320p A5判 以文社

ISBN 9784753103317 ¥2,200 ISBN 9784753103393 ¥3,200

108 魂を統治する 114 「利己」と他者のはざまで
ニコラス・ローズ著／堀内進之介、神代健彦監訳 松本三之介

2016 512p 四六判 以文社 2017 456p 四六判 以文社

ISBN 9784753103331 ¥4,800 ISBN 9784753103416 ¥3,700

　

 

109 情念・感情・顔 115 資本主義を超える　マルクス理論入門

遠藤知巳 渡辺憲正　平子友長　後藤道夫　蓑輪明子

2016 768p A5判 以文社 2016 264p A5判 大月書店

ISBN 9784753103300 ¥7,800 ISBN 　9784272430994 ¥2,400

110 カタストロフからの哲学 116 真理の工場
渡名喜庸哲、森元庸介編著 福島　真人

2015 200p 四六判 以文社 2017 398ｐ 四六判 東京大学出版会

ISBN 9784753103270 ¥2,200 ISBN 9784130302098 ¥3,900
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「心的なもの」の科学がいかに主体形成を促し、その統
治を暴く統治と心理をめぐる現代社会の分析。

明治期の知識人達による進化論受容史。今日の〈進
化〉思想という言葉が持つ意味の時代状況を照らし返
す。

主体の内部作用という薄明の言説領域に足を踏み入
れながら異世界性に触れて近代の地平を問い直す言
説分析。

革命、経済、歴史に関する基礎理論を解説し、現代社
会の諸問題をマルクスの視座から考察。

現代文明の破綻の認識を前に、知と行為のループをい
かに作り直すか。われわれの未来をどう確保するの
か？

生命科学や創薬研究ラボの観察を通し，科学研究にお
ける知識産出の動態を詳細にとらえる現代科学論。

地球上の汚染を深刻化して、文明が破滅の淵に突進し
ようとしている現実とそれに盲目な学問批判。

社会科学者たちが〈贈与論〉のモースの名の下に結集
し、科学と政治の新たな可能性を切り拓く。

自明視された均質な日本像を覆す、グローバル時代の
日本研究の基本図書。国境を越え変化しつづける未来
へ！

ホワイトヘッド哲学を、その中心に響き渡る生命力溢れ
る具体性という視座のもと読解した書。

サミット体制の入門書だけでなく、サミット体制のもとで
蔓延してきたグローバルな社会問題の入門書。

モダニズムにおける触覚表象を技術と身体の歴史的な
境界面、つまり、われわれの環境認識を考察する。



117 日本評論　昭和十年十月号　復刻版 123 日本評論　昭和十三年七月号　復刻版

長谷川如是閑　山川均　和辻哲郎　尾崎行雄　大宅壮一　河合榮治郎　安岡正篤　ほか 三木清　高田保馬　長谷川如是閑　今日出海

2018 586ｐ A5判 日本評論社 2018 594ｐ A5判 日本評論社

ISBN 9784535596160 ¥4,800 ISBN 9784535596221 ¥5,000

118 日本評論　昭和十一年四月号　復刻版 124 日本評論　昭和十五年一月号別冊付録復刻版

長谷川如是閑　山川均　清澤洌　谷川徹三　犬養毅ほか 今中次麿　田中直吉　土屋喬雄　ほか

2018 532ｐ A5判 日本評論社 2018 356ｐ 四六判 日本評論社

ISBN 9784535596177 ¥4,400 ISBN 9784535596238 ¥3,000

 

119 日本評論　昭和十二年一月号　復刻版 125 日本評論　昭和十五年九月臨時号　復刻版

長谷川如是閑　尾崎行雄　清澤洌　山川均　芦田均　河合榮治郎　ほか 宮澤俊義　本位田祥男　清水幾太郎　市川房江　山川菊榮　ほか

2018 546ｐ A5判 日本評論社 2018 418ｐ A5判 日本評論社

ISBN 9784535596184 ¥4,500 ISBN 9784535596245 ¥3,500

　

120 日本評論　昭和十二年二月号　復刻版 126 日本評論　昭和十七年一月号　復刻版

蝋山政道　有澤廣巳　齋藤隆夫　末川博　ほか 大河内一男　三木清　釋迢空　齋藤茂吉　北原白秋

2018 500ｐ A5判 日本評論社 2018 336ｐ A5判 日本評論社

ISBN 9784535596191 ¥4,500 ISBN 9784535596252 ¥2,800

　

121 日本評論　昭和十二年三月号　復刻版 127 統帥権
大江　志乃夫

2018 522ｐ A5判 日本評論社 2018 324ｐ B6判 日本評論社

ISBN 9784535596207 ¥4,400 ISBN 9784535011328 ¥3,000

122 日本評論　昭和十三年五月号　復刻版 128 堂島米市場史
折口信夫　土方成美　久松潜一　中野正剛　西尾末廣　木下尚江　ほか 須々木庄平

2018 548ｐ A5判 日本評論社 2018 692ｐ A5判 日本評論社

ISBN 9784535596214 ¥4,500 ISBN 9784535596061 ¥9,200
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戦時体制下の議会政治　打倒廣田内閣号
 
底本：1937年2月1日発行

大東亜戦争号
底本：1942年1月1日発行

西洋の没落か　復興か
底本：1937年3月1日発行

明治から現在に至る日本の軍事力の組織と運用を統
帥権の観点からとらえる。 

革新原理としての日本主義
底本：1938年5月1日発行

江戸享保年間の堂島。世界初めての近代的な先物市
場が開かれた。
底本：1940年8月31日発行

「大東亜戦争号」に行き着いた過程を辿る10巻セレク
ション。創刊号　日本文化を再評価する談話会

世紀は挑む
底本：1938年7月1日発行

時局特集　二.二六事件の教訓
底本：1936年4月1日発行

綜合二千六百年史
底本：1940年1月1日発行

一九三七年の青年に訴ふ
 
底本：1937年1月1日発行

新体制下の日本
底本：1940年1月1日発行

エドワード・シュプランガア　長谷川如是閑　尾崎行雄　今
中次麿　河上丈太郎　室伏高信　ほか



129 田中正造　晩年の日記 135 考古学のための法律
林廣吉 久末弥生

2018 308p 四六判 日本評論社 2018 168ｐ 四六判 日本評論社

ISBN 9784535596146 ¥3,000 ISBN 9784535523005 ¥2,600

＜政治思想、政治史他＞

130 民主主義は、いま？ 136 フェティッシュとは何か
Ｇ・アガンベン、Ａ・バディウ、Ｊ・ランシエール、他著 ウィリアム・ピーツ著／杉本隆司訳

2011 232p 四六判 以文社 2018 216p 四六判 以文社

ISBN 9784753102877 ¥2,500 ISBN 9784753103478 ¥2,700

131 人民とはなにか？ 137 画譜 憲政五十年史　
Ａ・バディウ、Ｊ・バトラー、Ｊ・ランシエール、他著／市川崇訳 田中萬逸編　解説=季武嘉也

2015 228p 四六判 以文社 2014 694p Ｂ４横判 吉川弘文館

ISBN 9784753103256 ¥2,400 ISBN 9784642038263　 ¥42,000

132 近代の〈物神事実〉崇拝について 138 <政治>の危機とアーレント
ブリュノ・ラトゥール著／荒金直人訳 佐藤和夫

2017 248p 四六判 以文社 2017 304p 四六判 大月書店

ISBN 9784753103423 ¥2,600 ISBN 9784272431014 ¥2,800

　 ＜経済史他＞

133 Lexicon 現代人類学 139 経済の未来
奥野克巳、石倉敏明監修 ジャン＝ピエール・デュピュイ著／森元庸介訳

2018 224p 四六変形判 以文社 2013 280p 四六判 以文社

ISBN 9784753103447 ¥2,300 ISBN 9784753103096 ¥3,000

　

134 ジュディス・バトラー 140 経済的思考の転回
藤高和輝 桑田学

2018 352p 四六判 以文社 2014 320p 四六判 以文社

ISBN 9784753103454 ¥3,500 ISBN 9784753103201 ¥3,000
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「事実」と「物心」を区別する西洋近代の存在論をフェ
ティシズムにまつわる概念を用いて批判的に検討する。

全体主義の起源を問うた『人間の条件』をかつてない切
実さで読み解く

哲学、政治学、心理学、言語学、霊長類学、考古学、精
神分析、民俗学、環境学等50項目のキーワード集。

現代のグローバル化世界では、市場経済が政治の位
置を簒奪していることに警鐘を鳴らす、現代文明批評
書。

フェミニズム理論など多様な学問分野を横行してきたバ
トラーの難解なテクストを理解するための最良の書。

現代経済学の黎明期に市場論者の、自然やエネル
ギーなど人間の生存条件を踏まえた経済学の可能性を
提唱。

田中正造の評伝と日記。
明治文化叢書 
底本：1948年5月20日発行

考古学調査では費用の負担、出土品の評価や所有
権、調査後の土地の保存などハンディで現場に必携の
書。

現代を代表する8人の思想家に投げられた民主主義を
めぐる「不可能な問い」にどのように応答するのか？

フェティッシュとフェティシズムの起源から、価値創造の
謎に迫る、記念碑的論文集、ついに邦訳！

新自由主義的グローバリズムに抗する革新的主体とし
ての「人民」概念の再興を促す著名な思想家による論
集。

1939年、憲法発布後50年を記念して編集された写真資
料集。約2000枚の写真で明治～昭和を知る。



＜社会史、教育史他＞

141 負債論 147 被抑圧者の教育学　50周年記念版

デヴィッド・グレーバー著／酒井隆史監訳 パウロ・フレイレ 著/三砂 ちづる 訳

2016 848p A5判 以文社 2018 408ｐ 四六判 亜紀書房

ISBN 9784753103348 ¥6,000 ISBN 9784750515458　 ¥2,600

142 キャリバンと魔女 148 戦後日本の社会思想史
シルヴィア・フェデリーチ著／小田原琳、後藤あゆみ訳 小野寺研太

2017 528p 四六判 以文社 2015 352p 四六判 以文社

ISBN 9784753103379 ¥4,600 ISBN 9784753103263 ¥3,400

143 官僚制のユートピア 149 フクシマの後で
デヴィッド・グレーバー著／酒井隆史訳 ジャン＝リュック・ナンシー著／渡名喜庸哲訳

2017 388p 四六判 以文社 2012 208p 四六判 以文社

ISBN 9784753103430 ¥3,500 ISBN 9784753103065 ¥2,400

144 統計学の日本史 150 レイシズム・スタディーズ序説
宮川　公男 鵜飼哲、酒井直樹、李考徳、テッサ・モーリス＝スズキ著

2017 292ｐ 四六判 東京大学出版会 2012 320p 四六判 以文社

ISBN 9784130430395 ¥2,800 ISBN 9784753103041 ¥2,800

　
　

145 151 華族画報　（全２冊セット）

フィリップ・サンズ著／園部哲訳 杉　謙二編　

2018 620p 四六判 白水社 2011 総1140p　 菊倍判　 吉川弘文館

ISBN 9784560096253 ¥5,200 ISBN 9784642038058　 ¥60,000

146 そろそろ左派は〈経済〉を語ろう　 152

ブレイディみかこ/松尾 匡/北田 暁大 岩田正美

2018 320ｐ 四六判 亜紀書房 2017 368ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784750515441 ¥1,700 ISBN 9784480016591 ¥1,800
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欧米から移入後、社会の勃興と軌を一にしていた統計
学の源流を訪ね、社会での統計の果たす役割を再考す
る。

アイデンティティ・ポリティックスという視点から解明する
と同時に〈壁の崩壊〉以後の国際関係史を素描。

三人の法律家の人生と家族、戦禍が交錯する。ベイ
リー・ギフォード賞受賞、英ベストセラーノンフィクション

大正２年に刊行された華族の「紳士録」を復刻。各家の
肖像や邸宅の写真を記事とともに収録。

日本のリベラル・左派の躓きの石は、「経済」という下部
構造の忘却にあった！

敗戦直後の戦災孤児や浮浪者、経済成長下のスラム
や寄せ場、消費社会のホームレスなど貧困のかたちの
変容。

現代人の首をしめあげる負債の秘密を、貨幣と暴力の
5000年史の壮大な展望のもとに解き明かす。

1979 年の刊行以来、増刷を重ねてきた教育関係者の
必携書。大幅増補を加え50周年記念版として刊行。

「ジェンダーとは階級である」
資本主義の起源は魔女狩りだった！？

戦後70年を〈市民社会〉という言説をたどり、自由な市
民がどのように社会と折り合いをつけて生きるか？

『負債論』で注目されているグレーバーによる鋭い現代
社会（＝企業の官僚化）の人類学的批評！

人間の制御不能なまでに肥大化した技術的・社会的・
経済的な相互依存の複雑性を見据えた文明論的考
察。

ニュルンベルク合流　「ジェノサイド」と
「人道に対する罪」の起源

貧困の戦後史　　貧困の「かたち」はど
う変わったのか



＜風俗史＞ ＜軍事史＞

153 159 教誨師関口亮共とＢＣ級戦犯

　奥野 克巳 布川玲子、伊藤京子編著

2018 352ｐ 四六判 亜紀書房 2017 172ｐ A5判 日本評論社

ISBN 9784750515328 ¥1,800 ISBN 9784535587076 ¥2,300

154 日本生活史辞典 160 陸軍中野学校　「秘密工作員」養成機関の実像

木村茂光・安田常雄・白川部達夫・宮瀧交二編 山本武利

　2016 　862p 四六倍判 吉川弘文館 2017 288ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 　9784642014762 ¥27,000 ISBN 9784480016584 ¥1,700

＜美術史＞

155 新東京繁昌記 161 非常時のモダニズム
水島爾保布 五十殿　利治

2018 204ｐ 四六判 日本評論社 2017 576ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784535596054 ¥2,400 ISBN 9784130860529 ¥7,400

　　

156 離縁状と縁切寺 162 古代国家と仏教美術　（天皇の美術史　1）

穂積重遠 増記隆介・皿井　舞・佐々木守俊著

2018 288ｐ 四六判 日本評論社 2018 252p A5判 吉川弘文館

ISBN 9784535596108 ¥3,500 ISBN 9784642017312 ¥3,500

　

157 美少女美術史　－人々を惑わせる究極の美 163 治天のまなざし、王朝美の再構築　（天皇の美術史　２）

池上英洋、新井咲紀 伊藤大輔・加須屋　誠著

2017 　 A6判 筑摩書房 　2017 224p A5判 吉川弘文館

ISBN 9784480098009 ¥950 ISBN 　9784642017329 ¥3,500

158 美少年美術史　－禁じられた欲望の歴史 164 乱世の王権と美術戦略　（天皇の美術史　３）

池上英洋、川口清香 髙岸　輝・黒田　智著

2016 　 A6判 筑摩書房 2017 254p A5判 吉川弘文館

ISBN 9784480097293 ¥950 ISBN 9784642017336 ¥3,500
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本書は、資料を基に江戸時代の離婚制度を研究したも
の。
底本：1942年12月20日第1刷発行

　７世紀の仏教美術を「古典」と捉えつつ、鎌倉時代ま
でを視野に天皇と古代仏教美術の関係を探る。

この世の美を結晶化させたその姿に人類はどの様な理
想と欲望の歴史が刻まれているのか。

鎌倉～南北朝期の美術史を、「まなざし」の力学から考
察。絵巻物など院政期美術を再検討する。

神々や英雄たちを狂わせためくるめく同性愛の世界。
200点以上の美しい図版から学ぶもう一つの西洋史。

南北朝～戦国の動乱期、天皇はいかに美術に関与し
続けたか。生き残りをかけた王権の美術戦略。

ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」とのフィールドワーク
から見えてきたこと。刺激に満ちた人類学エッセイ！

87名のBC級戦犯死刑囚を見送った教誨師に届いた遺
族からの手紙と生還者の手記。

　衣食住から労働・大衆文化・経済・近年の社会問題ま
で２７００項目を収録。“日常生活”の歴史を紐解く。

謀略研究の第一人者が当時の秘密戦工作の全貌に迫
り史的意義を検証する。

関東大震災後の東京復興。風俗、文化等を活き活きと
映しだす。
底本：1924年6月5日発行

日本の前衛芸術はいかなる様相を呈したのか．帝国日
本の美術現象を丹念に跡付けその姿を描き出す．

ありがとうもごめんなさいもいらない森の
民と暮らして人類学者が考えたこと



165 雅の近世、花開く宮廷絵画　（天皇の美術史　４） 171 日本古代の交通・交流・情報　３　遺跡と技術

野口　剛・五十嵐公一・門脇むつみ著 舘野和己・出田和久編

2017 260ｐ A5判 吉川弘文館 2016 388p A5判 吉川弘文館

ISBN 9784642017343 ¥3,500 ISBN 9784642017305 ¥5,500

　　

166 朝廷権威の復興と京都画壇　（天皇の美術史　５） 172 常世の花　石牟礼道子　
五十嵐公一・武田庸二郎・江口恒明著 　若松 英輔

2017 244p A5判 吉川弘文館 2018 178ｐ 四六判 亜紀書房

ISBN 9784642017350 ¥3,500 ISBN 9784750515465　 ¥1,500

167 近代皇室イメージの創出　（天皇の美術史　６） 173 平安時代記録語集成　上
塩谷　純・増野恵子・恵美千鶴子著 峰岸　明著

2017 284p A5判 吉川弘文館 　2016 1612p 四六倍判 吉川弘文館

ISBN 9784642017367 ¥3,500 ISBN 9784642014748 ¥34,000

＜その他＞

168 近代と現代の間 174 平安時代記録語集成　下　（附 記録語解義）

三谷　太一郎 峰岸　明著

2018 256ｐ 四六判 東京大学出版会 2016 1576p　 四六倍判 吉川弘文館

ISBN 9784130033497 ¥2,900 ISBN 9784642014755 ¥34,000

　

　

169 日本古代の交通・交流・情報　１　制度と実態 175 日本メディア史年表
舘野和己・出田和久編 土屋礼子編

2016 336p A5判 吉川弘文館 2017 370p 菊判 吉川弘文館

ISBN 9784642017282 ¥5,500 ISBN 9784642014779 ¥6,500

170 日本古代の交通・交流・情報　２　旅と交易 176

舘野和己・出田和久編 ロナルド・クライン編

2016 334p A5判 吉川弘文館 2016 345ｐ B5判 ユーリカ・プレス

ISBN 9784642017299 ¥5,500 ISBN 9784902454932 ¥34,800
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第一線で活躍してきた研究者・実務家との闊達な議論
が近代史を貫き、現代を照らし出す刺激的な対談集。

平安時代の記録語約3万語の資料を集成。記録語辞典
原稿の一部を「記録語解義」として附載。

交通・交流・情報が、果たす役割は大きい。古代日本の
交通制度を、東アジアも視野に入れ明らかにする。

１８３７年の電信機発明から現代まで、メディアをめぐる
事件、技術革新、映画・文学作品などを掲載。

様々な人が旅をし、使節らが海を渡った。文学作品や
記録から旅の実態を再現し、情報の伝達を考える。

西洋人女性約二百名の人物情報と主著六百点の解
題、雑誌記事も含めた千二百件近い書誌情報を収録。

狩野探幽や俵屋宗達が宮廷に好まれたのはなぜか。
琳派や、自ら絵筆をとる天皇の姿など、京都画壇の実
像。

近年、道路・駅家などの古代の遺構が各地で発見され
ている。それにもとづき古代交通の新たな様相を描く。

天明の大火を契機に変化した朝廷と絵師の関係を、京
都の絵師の活動から解明。

苦しみの中にある者たちを照らし続けた作家に捧げる、
言葉の花束。石牟礼道子と著者の対談も収録。

西欧文明との接触で変貌を遂げる近代天皇像。その可
視化を通して、天皇のありようを問い直す。

平安時代の日記から蒐集した〈記録語〉約３万を集成。
所出箇所（年月日・刊本頁行）・用例を示す。

英文書誌事典 『西洋人女性の明治日本記』
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