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中古文学会 2020.05 

学会員限定 特価販売カタログ 
 

特価期間  2020.7 月末 

価格 全品２割引 

対象書籍 カタログに掲載以外の書籍も割引となります。 

     小社ホームページをご覧ください。 

送料 本体価格合計 10,000 円以上はサービス 

   本体価格合計 10,000 円未満は 550 円 

お支払い方法 郵便局の払い込み用紙を同封します。 

ご注文方法 メール hanawashobo@mbb.nifty.ne.jp 

      電話 03-3812-5821 

            FAX  03-3811-0617 

お問い合わせメール hanawashobo@mbb.nifty.ne.jp 

      電話 03-3812-5821 

            FAX  03-3811-0617 

 

■注意 

ご注文の際には、 

1 公費・私費の区別をお知らせください。 

2 公費の場合、書類の宛名・日付の有無・必要書類の枚数をお知らせください。 

3 送付先を明記してください。 

4 ページの最後に FAX 注文書をお付けしています。ご利用ください。 

 メールに添付してくださっても構いません。 



2019年1月1日自： 至： 2020年5月15日

国語・国文学／歴史・民俗／哲学・思想書出版

塙 書 房 ＊ 新刊のご案内
2020年5月12日現在

創業1946年
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萬葉集研究 第３８集
【収載論文】ことばを移す、ことばに写す…奥村悦三／『古事記』序

文の形式・構造・論理…矢嶋　泉／万葉集「なへに」の表現性－人

麻呂「泣血哀慟歌」に触れて－…大浦誠士／古代の暦日表記と

『万葉集』…西澤一光／

「御食つ国」の再検討と荷札木簡…舘野和己／桂様切（栂尾類切）

万葉集の再検討…田中大士／少国民の萬葉集－戦争下の児童

書における『萬葉集』の受容〈戦争と萬葉集〉－…小松（小川）靖彦

／序歌の方法－否定を含む表現をめぐって－…平舘英子

芳賀紀雄監修／鉄野昌弘・奥村和美編

978-4-8273-0538-8Ａ５・上製・函入／396頁12,000 円

2019年1月発売

江戸の都市化と公共空間
江戸の道・橋・川・水路・堀の維持管理を担った住民諸組合の実態

や道奉行による支配の具体的局面に焦点を当て、都市の公共的

課題を検討して身分制城下町の都市化を考察する。

松本剣志郎著

978-4-8273-1300-0Ａ５・上製・函入／304頁7,000 円

法政大学文学部史学科専任講師[日本近世・近代史]

2019年2月発売

近世の村と民衆運動
Ⅰ研究展望、Ⅱ百姓の所有と共生、Ⅲ村と民衆世界の広がり、Ⅳ

村と民衆運動にて、現在までの研究状況に触れ、近世の村の意識

構造や近世後期の村と民衆世界の広がり等を考察する。

白川部達夫著

978-4-8273-1301-7Ａ５・上製・函入／276頁8,000 円

東洋大学文学部史学科教授[日本近世史]

2019年2月発売

近世畿内近国支配論
触の伝達メカニズムを考察し、触留帳・触写帳を史料学的に検討、

さらに堺奉行や京都・大坂町奉行などの幕府上方支配機構の構造

を検討し、近世畿内近国支配の特質を解明する。

村田路人著

978-4-8273-1302-4Ａ５・上製・函入／410頁9,500 円

大阪大学大学院文学研究科教授[日本近世史]

2019年2月発売

経国集対策注釈
典拠や用例の調査を徹底して行い『経国集』巻二十に収められた

二十六首の「対策」に全注釈を施し、文学史・思想史・古代史等の

幅広い分野の研究に寄与することを目指す。

津田博幸編

978-4-8273-0131-1Ａ５・上製・函入／556頁18,000 円

和光大学表現学部総合文化学科教授［古代文学］

2019年3月発売

近世畿内の豪農経営と藩政
近世和泉の豪農・要家の政治的側面と経済的側面を考察して人文

学や社会科学などの研究者に成果を公開、近世日本の経済史研

究、社会史・政治史研究に対して新知見を提示する。

《2019年 第62回日経・経済図書文化賞=受賞》萬代　悠著

978-4-8273-1303-1Ａ５・上製・函入／810頁12,000 円

公益財団法人三井文庫研究員［日本近世史］

2019年3月発売

国家形成期の王宮と地域社会
五・六世紀の王宮の基礎的検討から王権の編成原理と支配構造を

考察し、さらに近畿から北部九州に至る瀬戸内海沿岸地域を検討

して王権による地域社会の統合過程をも考察する。

記紀・風土記の再解釈

古市　晃著

978-4-8273-1304-8Ａ５・上製・函入／552頁16,000 円

神戸大学大学院人文学研究科・文学部准教授[日本古代史]

2019年3月発売
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弥生文化の起源と東アジア金属器文

化

遼寧青銅器文化、中国外郭圏の銅戈、燕国系初期鉄器などの青

銅器や鉄器をめぐる問題に着目し、弥生文化の起源を東アジア全

体のなかで考察し新しい歴史像の構築を試みる。

小林青樹著

978-4-8273-1305-5Ｂ５・上製・函入／342頁11,000 円

奈良大学文学部文化財科教授[東アジア考古学]

2019年3月発売

大伴家持研究
本書は、大伴家持を研究対象として、表現手法と万葉集の編纂の

両面から考察を加え、家持の文学的営為の持つ意義を解明するこ

とを目的とする。

表現手法と歌巻編纂

朝比奈英夫著

978-4-8273-0132-8Ａ５・上製・函入／288頁9,500 円

京都光華女子大学キャリア形成学部教授[上代文学]

2019年7月発売

上代日本文學と中國文學　補篇
名著『上代日本文學と中國文學 上・中・下』3巻により恩賜賞を受

賞した後に発表された、「万葉用字考証実例（一）～（四）」などの学

術的に価値の高い論文を収載する。『國風暗黒時代の文學 補篇』

と対をなす。

出典論を中心とする比較文学的考察

小島憲之著

978-4-8273-0013-0Ａ５・上製・函入／628頁27,000 円

2019年8月発売

海をめぐる対話　ハワイと日本
一九世紀後半から太平洋戦争を経て現在に至る協調と排斥のな

かで、日米関係の影響をうけながらも、ハワイの水産業を育てあげ

た日本の海の民の歴史を聞きとりを交えて描く。

水産業からのアプローチ

塙選書124

小川真和子著

978-4-8273-3124-0B６・上製・カバー装／244頁2,300 円

立命館大学文学部教授[アメリカ研究・漁業移民]

2019年9月発売

萬葉集研究 第３９集
萬葉集研究の最先端。毎年1冊刊行。[収載論文]『万葉集』におけ

る「蟋蟀」の訓義…山口佳紀／準独立的要素と情態的語基…蜂矢

真郷／上代ケリの諸相……野村剛史／副助詞の形成…小柳智一

／〈百済＝倭〉漢字文化圏…瀬間正之／徐庾体と『万葉集』…安

藤信廣／古代における天皇神格化の真相…品田悦一／授刀寮散

禁の歌……松田　聡／『萬葉集』巻二十試論…鉄野昌弘

芳賀紀雄監修／鉄野昌弘・奥村和美編

978-4-8273-0539-5Ａ５・上製・函入／396頁12,500 円

2019年11月発売

中世地方寺院の交流と表象
地方に展開する寺院の競合関係と僧侶の往来、地方寺院と中央

主要寺院との関係等の「交流」と、祖師譚等の「表象」という視角か

ら中世とその前後の時代の地方寺院を考察する。

岡野浩二著

978-4-8273-1306-2Ａ５・上製・函入／474頁15,000 円

國學院大学大学院兼任講師[日本古代・中世史]

2019年11月発売

倭国軍事考
律令国家形成以前の倭国の軍事活動、軍事組織、軍事思想につ

いて東アジア的視点で考察し、王・大王・天皇の権力的特質だけ

でなく、日本的権力の本質論的把握を試みる。

若槻真治著

978-4-8273-1307-9Ａ５・上製・函入／332頁9,500 円

前島根県芸術文化センター・グラントワ劇場館長[日本古代

史]

2019年12月発売

初出版　死者の書
『日本評論』に昭和14年1月号から3月号まで3回にわたって掲載さ

れた、釋迢空（折口信夫）の『死者の書』初出の版は、後に作者が

構成を改編して単行本化したために、顧みられることは少ない。さら

に第1回掲載分は、校正なしに発行されたと見られ、不整な誌面で

あった。本書は、それに校訂を加え、また8世紀中葉の諸事項につ

いて脚注を施し、読解を助ける。さらに解説は、改編の動機につい

て新しい見解を展開する。この作品を理解する上で必読のテキスト

である。

釈　迢空作／内田賢徳 校注・解説

978-4-8273-0133-5Ｂ６・並製／180頁2,000 円

校注者＝京都大学名誉教授[国語学・国文学]

2020年1月発売
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空海と弘仁皇帝の時代
空海を中心とする仏教関係の史料に歴史学から分析を加えて空海

や最澄ら仏教者の視点から嵯峨天皇の時代を考察し、平安時代初

期の政治史・社会史・仏教史に新視点を提示する。

西本昌弘著

978-4-8273-1308-6Ａ５・上製・函入／352頁11,000 円

関西大学文学部総合人文学科教授[日本古代史]

2020年2月発売

古代日本語における万葉仮名表記の

研究

「表記環境」という概念を取り入れて、古代日本語における万葉仮

名表記を体系的に捉え当時の表記意識を考察し、上代から中古に

至る文字・表記分野の変革の検討も試みる。

澤崎　文著

978-4-8273-0134-2Ａ５・上製・函入／314頁8,000 円

早稲田大学文学部専任講師[日本語学]

2020年2月発売

古代国家の祈雨儀礼と災害認識
六～十二世紀末迄の約六百年間の祈雨儀礼を国家の災害認識と

いう観点から検討し、文化論・思想論の観点からも古代国家の展開

を考察する新たな研究方法とその成果を提示する。

山口えり著

978-4-8273-1309-3Ａ５・上製・函入／550頁12,000 円

広島市立大学国際学部准教授[日本古代史]

2020年3月発売

律令交通の制度と実態
法律制度・公的会計報告・政府編纂の歴史書を主な材料として、

正税帳から見た伝制、国司の交通、諸国行程と調庸運送の三部構

成で、八・九世紀の公的交通の実態を考察。

正税帳を中心に

榎　英一著

978-4-8273-1311-6Ａ５・上製・函入／498頁15,000 円

元・愛知文教大学教授

2020年3月発売

日本書紀研究 第３３冊
『日本書紀撰進1300年記念』特集号

〔執筆者〕生田敦司／荊木美行／内田正俊／上遠野浩一／関根

淳／西川寿勝／阪口由佳／新蔵正道／塚口義信／寺西貞弘／

平林章仁／渡里恒信

日本書紀撰進1300年記念

日本書紀研究会編

978-4-8273-1533-2Ａ５・上製・函入／350頁10,000 円

2020年3月発売

律令天皇制祭祀と古代王権
歴史資料を情報の発信と受容の記録として捉える観点にたち、古

代の支配イデオロギー、野行幸や諡号、飲食儀礼、さらに王権と王

朝絵画などについて論じた十五篇を収載。

榎村寛之著

978-4-8273-1310-9Ａ５・上製・函入／456頁13,000 円

三重県立斎宮歴史博物館［日本古代史］

2020年3月発売

万葉歌解
万葉集の一首一首の歌を形成する「語」、その語の運用としての

「歌」、「歌」の集成体としての「体」という見地にたって、具体的に作

品に即して総合的な作品解釈を目指す。

坂本信幸著

978-4-8273-0135-9Ａ５・上製・函入／988頁27,000 円

奈良女子大学名誉教授・高岡市万葉歴史館館長［上代文学］

2020年4月発売

日本古代の儀礼と神祇・仏教
Ⅰ儀礼と宗教の内実、Ⅱ神祇と伝承の諸相、Ⅲ仏教と寺院の展開

の三部で構成され、即位儀礼、貨幣、大嘗祭、風土記、国分寺、桓

武天皇などを考察した17篇の論考を収載する。

西本昌弘編

978-4-8273-1312-3Ａ５・上製・カバー装／326頁10,000 円

関西大学文学部教授[日本古代史]

2020年5月発売

3 頁 ／ 計 4 頁 ●価格は、本体価格(税別)です。別途消費税がかかります。




