いまこそ問い直したい 3.11 以後の日本

77 回抱腹まちがいなし！

雨ニモマケズ

奄美諸島のすべての神社を網羅

私たちはどこから来たのか？

昭和歌謡替え歌
77 選

奄美巡礼

ルーシー・バーミンガム
デイヴィッド・マクニール著

木村聡 著

大内博勝 著

林順治 著

四六判／並製

四六判 ／並製

A4 判／並製

四六判 ／並製

ISBN978-4-908073-31-1 C0036

ISBN978-4-908073-33-5 C0092

ISBN978-4-908073-34-2 C0072

外国人記者が伝えた
東日本大震災

日本古代史集中講義
天皇・アマテラス・エミシを
語る

周縁と機縁のえにし書房

PARC 自主読書会翻訳グループ 訳

定価：2,000 円＋税

定価：1,800 円＋税

定価：2,500 円＋税

定価：1,800 円＋税
ISBN978-4-908073-37-3 C0021

日本在住の外国人記者による迫真のルポ

潮来笠 / また逢う日まで / わたしの城下

奄美大島、加計呂麻島、請島・与路島、

日本国家の起源は？ 日本人の起源は？

ルタージュ。東日本大震災を生き延び

町 / 星のフラメンコ / 経験 / 有楽町で逢

喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島に

そして私の起源は？ 古代史の欺瞞を正

た 6 人の証言者への震災直後からのイン

いましょうシクラメンのかほり / 男の子

ある 150 もの神社（無名も）をすべて巡礼、

し、明確な答えを導き出しながら学界か

タビューを中心に、緻密な取材をもと

女の子 / 心のこり /UFO/ ひと夏の経験

合掌姿とともに撮影した異色の写真集。

らは黙殺される石渡信一郎氏の説に独自

に客観的視点からバランス良くまとめ、

など 77 選の替え歌のほか、懐かしの昭和

奄美独特の素朴な自然景観の魅力満載。

の視点を加え、深化させたわかりやすい

2012 年アメリカで出版され話題となった

歌謡の的確な論評・豆知識も満載。新た

どの写真もセルフタイマーで撮影、自ら

講義録。
（2017.3）

Strong in the Rain の日本語版。（2016.12）

なジャンルの可能性を拓く。（2016.12）

が拝礼する姿を写し込む。
（2017.1）

タロット術を習得するための実践読本

古代史を取り戻せ！

タロットカード
術講座

捏造の日本古代史
日本書紀の解析と古墳分布の
実態から解く

後悔しない生き方のために

歴史を学ぶ者全てにとっての指針を示す書

◆えにし書房は 周縁（マージナル） に真実あり、をコンセプトに、
あらゆるジャンルの独自な視点、スキマ的発想が大好物です。類

ふるさとの旗を愉しもう！

ホロコーストに
教訓はあるか

日本「地方旗」図鑑
解読編

ふるさとの旗を読む

ホロコースト研究の軌跡

相原精次 著

マイケル・R・マラス 著
真壁広道 訳

苅安望／西浦和孝 著

A5 判／並製

四六判／並製

四六判／並製

B5 判／並製

ISBN978-4-908073-36-6 C0011

ISBN978-4-908073-35-9 C0021

ISBN978-4-908073-38-0 C0022

ISBN978-4-908073-39-7 C0025

河野順子 著
定価：2,000 円＋税

定価：2,000 円＋税

定価：2,300 円＋税

定価：4,000 円＋税

一般的なタロット術に自らの経験を加え、

明治維新後の 70 年、戦後 70 年を経たい

ホロコースト研究に草創期から携わった

日本「地方旗」図鑑をより深く分析し、

わかりやすく練り直した、実践的なタロッ

まこそ真摯に古代史に向き合いたい。日

第一人者ならではの精確にして誠実な最

読み解く愉しさを伝える「解読編」
。色や

ト術読本。37 のチェックリスト、タロッ

本書紀を虚心に読み込み、その成立過程

新のホロコースト研究史。ホロコースト

デザインモチーフによる分類、類似旗な

トの歴史、成立過程、背景をわかりやす

の「 層 」 構 造 を 究 明 し、 積 年 の 古 墳 研

を多様な視点から取り上げ、膨大な研究

ど様々な視点から解読。貴重な旧都道府

く概説した上で、大判カードをカラー表

究により明らかになりつつある豊穣で

の発展の成果を丁寧に辿り、課題を概観

県旗、シンボル旗なども紹介・解説。巻

示した、コンパクトで使いやすい占いガ

多様性に富んだ古代史の真の姿に迫る。

するともに「ホロコーストの教訓」の濫

末には旗チャートとして使える日本の地

用の危険を訴える。
（2017.5）

方旗一覧を付す。
（2017.6）

イド本。
（2017.3）

（2017.4）

民衆の声を聴け！

評伝の決定版！

幻の発禁本 詳細な解説付きワイド版で復刻！

啞蟬坊伝

ワイド復刻版 解説付

エロ・エロ
東京娘百景

演歌と社会主義のはざまに

藤城かおる 著

中東 100 年の混迷を読み解く！

書のないものこそ、重点的に出版します。
◆えにし書房は機縁を大切にします。本は境界を越えて著者、
版元、
書店、読者を機縁でつなぐ媒体です。小社に機縁があれば、どの
ようなちいさな想い、企画でも、ジャンルにとらわれず最良の方
法で形（本）にいたします。

北朝鮮国境の貴重写真・情報多数

パレスチナ現代史

国境鉄路

岩のドームの郵便学

【紀行写真集】ー「満鉄」の遺
産 7 本の橋を訪ねて

壱岐はる子 著
毛利眞人 監修

内藤陽介 著

小竹直人 写真・文

A5 判／並製
定価：3,000 円＋税

B5 判／並製
定価：2,500 円＋税

A5 判／並製
定価：2,500 円＋税

B5 判／並製
定価：3,700 円＋税

ISBN978-4-908073-41-0 C0023

ISBN978-4-908073-42-7 C0036

ISBN978-4-908073-44-1 C0022

ISBN978-4-908073-43-4 C0072

明治・大正・昭和をあくまで演歌師とし

昭和 5 年 11 月 15 日に誠文堂より発行、

世界遺産、エルサレムの“岩のドーム”

報道写真家樋口健二に師事し、1990 年来

て生きた唖蝉坊の足跡に見え隠れする演

12 月 23 日に発禁処分となり、国会図書

に関連した郵便資料の分析という独自の

中国 SL 写真家として高名な著者が、中

歌史、社会史、民衆史を膨大な資料と丹

館にも蔵書のない『エロ・エロ東京娘百景』

視点で、オスマン帝国時代から直近まで

国と北朝鮮間にかかる 7 本の橋（橋脚の

念な調査で掬い上げた貴重な評伝。時代

の復刻版。各ページを拡大して収録のう

の複雑な情勢をわかりやすく解説。郵便

みも含む）と北朝鮮とロシア間の鉄道橋

を超えて人々の心を打つ演歌の精髄に迫

え註を挿入、理解の一助とした。虚実皮

学者による、ありそうでなかった待望の

を訪ねた紀行写真集。読み応えある紀行

る渾身の論考。歌本見本付（2017.8）

膜にありながら、現代にも通じる昭和初

パレスチナ通史！（2017.9）

文に、中露国境の再建鉄道や満鉄廃線跡
の現在も紹介。
（2017.10）

期の裸の東京を描いた貴重資料。（2017.8）

◎直取引
小社またはトランスビューへご発注ください。
原則翌営業日に直送いたします（送料は小社負担／返品可）。

ついに明らかになった武揚隊の全貌！
〈信州特攻隊物語完結編〉

と号第三十一飛行隊
「武揚隊 」の軌跡

『日本書紀』の虚と実を解明する！

『日本書紀』
集中講義

さまよえる特攻隊

天武・持統・藤原不比等を語る

きむらけん 著

林順治 著

四六判 ／並製
定価：2,000 円＋税

四六判 ／並製
定価：1,800 円＋税

ISBN978-4-908073-45-8 C0021

ISBN978-4-908073-47-2 C0021

インターネットでの偶然から 5 年、広がる機縁

天智と天武が（異母兄弟）であることや、

や因縁からついに明らかになった武揚隊の全

天武と古人大兄（蘇我馬子の孫）は同一

貌！ 『鉛筆部隊と特攻隊』
『特攻隊と〈松

人物であることなど、驚くべき古代天皇

本〉褶曲山脈』
『忘れられた特攻隊』
（彩

の系譜を紐解く。

流社刊）出版を通して寄せられた情報が

好評の古代史講義シリーズ第 2 弾。

パズルのピースを埋めた。新資料と検証
の積み重ねで辿り着いた真実は……。

下記ウェブサイトで弊社出版物の紹介を掲載しております。ぜひご覧ください。

http://www.enishishobo.co.jp/

粗利などの諸条件は、トランスビューとの取引条件に準じます。
トランスビュー 電話 03-3664-7333 〜 4 ／ Fax 03-3664-7335
◎取次経由
八木書店経由で搬入いたします。若干日数がかかりますが、すべての帳合のお店に納品いたし

えにし書房株式会社

ます。

所在地： 〒 102-0074

◎新規取引

千代田区九段南 2-2-7- 北の丸ビル 3F

Tel. 03-6261-4369

Fax. 03-6261-4379

e-mail : takayukitsukada@gmail.com
info@enishishobo.co.jp
WEB：http://www.enishishobo.co.jp

小社では、書店の粗利改善を目的に直取引をお薦めしております。
委託納品も可能ですので、新規取引をご希望の方はお気軽にご相談ください。

「戦争体験の記録」を記憶する

退屈な通史より面白く、わかりやすい。

語り継ぐ戦争

煩悩あって当たり前

朝鮮戦争

中国・シベリア・南方・本土
「東三河 8 人の証言」

痛快説法

破天荒坊主がゆく

国鉄職員の働く姿と闘う姿 反響続々！

国鉄「東京機関区」に生きた

ポスタルメディアから
読み解く現代コリア史の原点

広中一成 著

ひぐち日誠 著

四六判 ／上製

A5 判 ／並製

四六判 ／上製

ISBN978-4-908073-01-4 C0021

ISBN978-4-908073-02-1 C0022

ISBN978-4-908073-03-8 C0095

定価：2,000 円＋税

かつての“ 軍都”豊橋を中心とした東三

「韓国／北朝鮮」の出発点を正しく知る！

河地方の消えゆく「戦争体験の記憶」を
記録する。気鋭の歴史学者が、豊橋市で

定価：1,500 円＋税

四六判 ／並製

ISBN978-4-908073-17-5 C0072

ISBN978-4-908073-18-2 C0022

ISBN978-4-908073-19-9 C0021

定価：2,700 円＋税

荒説法だ！

タルメディア（郵便資料）という独自の

全開の著者は世界三大荒行「日蓮宗百日

風刺漫画家として活躍した野口志行氏他

切り口から詳細に解説。朝鮮戦争の基本

いまだ語られていない貴重な戦争体験を

図書ともなりうる充実の内容。（2014.8）

禅仏教の戦争協力

A5 判／並製

長佐古美奈子 著

朝鮮戦争の勃発―休戦までの経緯をポス

新装版 禅と戦争

A5 判／並製

B5 判横 ／並製

いまはなき国鉄「東京機関区」に生きた

アウシュヴィッツの
手紙

ブライアン・ヴィクトリア 著
エイミー・ツジモト 訳

掌上の雅

定価：3,500 円＋税

ISBN978-4-908073-04-5 C0065

戦後 70 年が過ぎた今だからこそ伝えたい

内藤陽介 著

滝口忠雄

煩悩あって当たり前、これが実践的破天

郵便学から明らかにする強制収容所の実態

ボンボニエール
と近代皇室文化

写真・文

内藤陽介 著

定価：1,800 円＋税

皇室からの小さな贈り物……

定価：2,000 円＋税

定価：3,000 円＋税

ドイツ人は忠臣蔵が大好き ?

ドイツの歌舞伎
とブレヒト劇
田中徳一 著
四六判 ／上製

定価：2,700 円＋税
ISBN978-4-908073-20-5 C0074

明治初期、宮中晩餐会の引出物としては

アウシュヴィッツ強制収容所の実態を、

禅僧たちの負の遺産とは ?

著者が、国鉄職員の“働く姿と闘う姿”

じまった掌サイズの美しく、粋な工芸品

主に収容者の手紙の解析を通して明らか

で「国家と宗教と戦争」を凝視する異色作。

ムが流行した時期にヨーロッパに伝わっ

と“電気機関車の姿”を活写した貴重な

「ボンボニエール」を学術的に研究・紹介。

にする郵便学の成果！ 手紙以外にも様々

僧衣をまとって人の道を説き、
「死の覚悟、

た歌舞伎は、ドイツで翻案され、独自の

結界大荒行」を完遂した山梨県身延山の

写真集。1965 年〜 86 年までの国鉄の姿は、

ボンボニエールを様々な角度から考察し

なポスタルメディア（郵便資料）から、

無我、無念、無想」を教える聖職者たち

変化を遂げた。知られざる事実を丹念な

高僧。破戒寸前破天荒坊主の笑いあり、

戦後昭和史の第一次資料として後の世代

た唯一の本格的研究書。貴重なボンボニ

意外に知られていない収容所の歴史をわ

―禅仏教の歴史と教理の裏側に潜むもの

調査で掘り起こし、丁寧に辿る、異文化

持つ市民 8 人にインタビューし、解説を

涙あり、怖い話ありの痛快生き様丸ごと

にも伝えたい貴重な記録。（2014.10）

エール 200 点以上を掲載。オールカラー。

かりやすく解説。（2015.11）

を徹底的に考察する。（2015.12）

交流史研究の成果。（2015.12）

加えた、
次世代に継承したい記録。
（2014.8）

説法！（2014.9）

軍歌こそ “ 愛国ビジネス ” の原型である！

第一次世界大戦時の模範的な捕虜収容所

愛国とレコード

19 世紀末から 20 世紀初頭、ジャポニズ

（2015.11）

歴史というものの本質を解き明かす！

丸亀ドイツ兵
捕虜収容所物語

幻の大名古屋軍歌と
アサヒ蓄音器商会

様々な俗事にハマり、我欲

客観的視点

選挙は民意を反映していない！

誘惑する歴史

原発国民投票を
しよう！

誤用・濫用・利用の実例

原発再稼働と憲法改正

歴史・デザイン芸術の研究にも資する資料

邪馬台国は北部九州の中にあった

偽満洲國貨幣図鑑

抽象画はむずかしくない！

邪馬台国と
ヤマト王権

附 東北三省の貨幣および
珍銭珍貨

新装版

卑弥呼の「鏡」が解き明かす

抽象画入門

日本の地方旗を掲載した比類なき図鑑

日本「地方旗」図鑑

視点が変わる
気付きのテクニック

ふるさとの旗の記録

金子善明 著

苅安望 著

辻田真佐憲 著

髙橋輝和 編著

マーガレット・マクミラン 著
真壁広道 訳

A5 判／並製

四六判 ／上製

四六判 ／並製

四六判 ／並製

A4 判／上製

四六判 ／並製

B5 判／上製

B5 判／上製

ISBN978-4-908073-05-2 C0036

ISBN978-4-908073-06-9 C0021

ISBN978-4-908073-07-6 C0022

ISBN978-4-908073-08-3 C0036

ISBN978-4-908073-00-7 C0630

ISBN978-4-908073-21-2 C0021

ISBN978-4-908073-23-6 C0071

ISBN978-4-908073-25-0 C0025

定価：1,600 円＋税

定価：2,500 円＋税

飯田泰士 著

定価：2,000 円＋税

定価：1,500 円＋税

菅谷信 著

藤田憲司 著

定価：18,000 円＋税

定価：1,800 円＋税

定価：3,500 円＋税

定価：12,000 円＋税

大正時代から昭和戦前期にかけて名古屋

映画の題材にもなった板東収容所に先行

サミュエル・ジョンソン賞受賞の女性歴

国民にとっての重要課題、原発再稼働こ

偽（旧）満洲国の通貨統合以前に存在し

「三角縁神獣鏡」を中心に日韓の墳丘墓か

抽象画の技法をやさしく伝える初めての

3000 を超える都道府県、市町村の旗を掲

に存在したローカル・レコード会社アサ

し、模範的な捕虜収容の礎を築いた丸亀

史学者の白熱講義！ 歴史がいかに誤用、

そ国民投票が必要だ。国民の多くの意思

た膨大な種類の貨幣から、満洲中央銀行

ら出土される鏡に注目し、邪馬台国とヤ

書！

日常風景の中に抽象的な美しさは

載した比類なき図鑑。47 の都道府県旗と

ヒ蓄音器商会が発売した、戦前軍歌のレー

収容所に光をあて、その全容を明らかに

濫用に陥りやすいか豊富な実例からわか

を無視して原発再稼働に動く安倍政権は

発行の貨幣、加刷券、見本券、通用券、

マト王権の関係性、ひいては邪馬台国の

いくらでも潜んでいる。大切なのはその

1741 の市町村旗のすべてを正確な色・デ

ベル写真と歌詞を紹介。詳細な解説を加

する。公的記録や新聞記事、日記などの

りやすく解説。安直な歴史利用を戒めた

おかしい！ 法学的な原則を踏まえ、原発

銅板、証券類など、貴重な資料／珍品約

所在した位置を確定していく斬新な論を

ことに気付くかどうかということだけ

ザインで地図と共に掲載、解説。
「平成の

えた異色の軍歌・レコード研究本。オー

豊富な資料を駆使、収容所の歴史や生

好著。世界史から今日的国際問題までを

国民投票実施を拒否する安倍首相の主張

400 点をオールカラー、原寸（ごく一部

展開。最新の研究成果をもとに弥生・縄

だと思う。本書にはそのことに気付く

大合併」に伴い廃止された 1247 の「廃止

ルカラー。（2014.11）

活を再現。貴重な写真・図版 66 点収載。

概観。歴史の「使われ方」を知るための

がいかに不合理か実例を挙げて丁寧に解

縮小）で一挙掲載。歴史解説各種法令ほ

文から連綿と続く歴史・文化・生活の流

ヒントがたくさん散りばめられている。

旗」も旧市町村名とともに掲載。（2016.5）

座右の書。（2014.12）

説。（2015.2）

か関連資料付。（2015.12）

れを鑑みる。（2016.2）

（2014.11）

なぜ日本は大戦への道を歩んでしまったのか ?

西欧化されない日本
スイス国際法学者が見た
明治期日本

オトフリート・ニッポルト 著
中井晶夫 編・訳

あなたも立候補してみたら？

実態を明らかにする第一級資料！

地方選挙
ハンドブック

傾向・対策と問題点

飯田泰士 著

ルーマニア音楽、初の本格的通史！

「平成のペラゴロ」による浅草オペラ本の決定版！

なぜ、ヨーロッパは平和を守れなかったのか？

陸軍と性病

ルーマニア音楽史

あゝ浅草オペラ

第一次世界大戦

花柳病対策と慰安所

音楽家の足跡から辿る

写真でたどる
魅惑の「インチキ」歌劇

平和に終止符を打った戦争

藤田昌雄 著

畠山陸雄 著

小針侑起 著

マーガレット・マクミラン 著
真壁広道 訳
滝田賢治 監修

（2016.4）

良き時代の気高い精神を次世代につなぐ

旧制高校の
校章と旗

本格的旗指物資料の決定版！
増補・新版 戦国武将
「旗指物」大鑑

熊谷晃 著

加藤鐵雄 著

四六判 ／上製
定価：2,500 円＋税

四六判 ／並製
定価：1,500 円＋税

A5 判 ／並製
定価：1,800 円＋税

四六判／並製
定価：2,000 円＋税

A5 判／並製
定価：2,500 円＋税

A5 判／上製
定価：8,000 円＋税

A5 判／並製
定価：3,500 円＋税

A5 判 ／並製
定価：5,000 円＋税

ISBN978-4-908073-09-0 C0021

ISBN978-4-908073-10-6 C0036

ISBN978-4-908073-11-3 C0021

ISBN978-4-908073-12-0 C0073

ISBN978-4-908073-26-7 C0076

ISBN978-4-908073-24-3 C0022

ISBN978-4-908073-22-9 C0037

ISBN978-4-908073-27-4 C002

親日家で国際法の大家が描く明治日本。

詳細なデータから日本中で行われている

日清・日露戦争以後から太平洋戦争終戦

様々な民俗音楽・伝統音楽、現代音楽が

未発表の貴重な秘蔵写真 200 余枚を収載

世 界 中 で 話 題 を 呼 ん だ The War That

外地を含む 38 の旧制高校の校章（記章・

彩流社で品切の旗指物の基本図書、えに

日本躍進の核心は西欧化されない本質に

地方選挙の傾向と対策、問題点を候補者、

間際まで、軍部が講じた様々な性病予防

併存し、独自の魅力を放つルーマニア音

し、田谷力三・高木徳子・藤原義江・浦

Ended Peace: How Europe Abandoned

帽章＝バッジ）校旗を完全網羅。各デザ

し書房から増補・新版で登場！ 武将 24

こそあった！

国際平和を説き続け、優

当選人、有権者等の観点から解説。18 歳

策としての各種規定を掲載、
解説。慰安所、

楽を、古代から現代まで、エネスク、ハ

辺粂子・榎本健一・二村定一など、浅草

Peace for the First World War の 邦 訳。

インに込められた意味、来歴、誇り、伝

人大幅増補とコラムも追加。戦国時代の

れた洞察力で時代の暗雲に立ち向かった

選挙権など最新の話題にも触れながら選

戦地の実態を活写した貴重な写真、世相

スキル、リパッティ、チェリビダッケな

オペラから輩出した大スターたちの知ら

第一次世界大戦以前にヨーロッパが経験して

統…を各校ごとに紹介。日本の高等教育

武将 236 人、約 450 を超える旗指物を一

筆者の日本旅行記や国際情勢を的確に分

挙のあり方、政治参加のあり方を考え直

を反映した各種性病予防具の広告、軍需

ど音楽家約 80 人の活動を丁寧に辿りなが

れざるデビュー当時の記録から、浅草オ

いた大きな変容を描き、鍵となった人物に生

の稀有な成功例である旧制高校を、独自

次資料（屏風絵）中心に再現・編集。各

析、驚くべき卓見で今後を予見した論文

すきっかけとなる基本図書。（2015.4）

品として進化したコンドームの歴史も掲

ら詳細に解説。貴重なロマ音楽事情も盛

ペラに関する盛衰を詳細に綴る歴史資料

命を吹き込み、なぜ平和な大陸が混乱に沈

の切り口で紹介する初の書！

武将の略歴（系図）
・家紋も掲した本格的

載。（2015.6）

り込んだ。（2015.7）

価値の高い 1 冊。（2016.5）

んでいったのかを明確に説明。（2016.5）

ラー。（2016.6）

など。（2015.3）

『東京暮色』を再評価、異色の小津論

外交はいかに歴史に学べるか……

世界各国の「地方旗」を網羅した世界初の書

“TOUSSAINT LOUVERTURE” の邦訳

小津安二郎の悔恨

ドイツ外交史

帝都のモダニズムと
戦争の傷跡

プロイセン、戦争・分断から
欧州統合への道

世界「地方旗」図鑑

黒いナポレオン

指田文夫 著

稲川照芳 著

苅安望 著

ジャン＝ルイ・ドナディウー 著
大嶋厚 訳

四六判 ／並製
定価：1,800 円＋税

四六判 ／並製
定価：1,800 円＋税

B5 判／上製
定価：12,000 円＋税

ISBN978-4-908073-13-7 C0074

ISBN978-4-908073-14-4 C0022

ISBN978-4-908073-15-1 C0025

オリンピック開催地の意外な深さを紹介

戦中・戦後を駆け抜けた稀有な学童音楽隊

旗指物資料の決定版！（2016.8）

非文字資料から歴史を読む

ゴジラの起源は砧撮影所だった―。

ミドリ楽団物語

日本帝国の表象

戦火を潜り抜けた児童音楽隊

生成・記憶・継承

内藤陽介 著

きむらけん 著

朴美貞 編
長谷川怜 編

航空教育資料製作所秘史

A5 判／並製
定価：3,000 円＋税

A5 判／並製
定価：2,700 円＋税

四六判／並製
定価：2,000 円＋税

A5 判／並製
定価：3,500 円＋税

四六判 ／並製
定価：1,800 円＋税

ISBN978-4-908073-16-8 C0022

ISBN978-4-908073-28-1 C0026

ISBN978-4-908073-29-8 C0095

ISBN978-4-908073-30-4 C0071

ISBN978-4-908073-32-8 C0074

ハイチ独立の英雄 トゥサン・
ルヴェルチュールの生涯

リオデジャネイロ
歴史紀行

オールカ

ゴジラは
円谷英二である
指田文夫 著

失敗作とされる『東京暮色』こそ傑作、

ベルリン総領事、ハンガリー大使を務め

国旗よりさらに踏み込んだ行政区域、県、

世界初の黒人奴隷が建国した国家ハイチ

切手や絵葉書を手掛かりに、南米随一の

戦時下に発足し、陸軍を慰問し評判と

非文字（図画像）資料研究の可能性を拓

後発の映画会社東宝は、軍の教材映画・

小津の本心が秘められている。小津に隠

た外交のエキスパートが記した、外交の

州の旗を広く紹介することを目的に編集。

の独立に先駆的な役割を果たした“黒い

巨大都市リオデジャネイロがたどってき

なった小学生による音楽隊は、戦後には

く！

戦意高揚映画を積極的に受注することで

された「悔恨」と揺らぎを作品から掬い

視点からのわかりやすいドイツ近現代史。

ほとんど知られていない旗を体系的に紹

ナポレオン”トゥサン・ルヴェルチュー

た 16 世紀以来の複雑な歴史と文化を著者

ミドリ楽団として華々しいデビューを遂

図、絵図などに立ち現れる“日本帝国”

経営の安定化を図り、他社に優先して資

あげ、新しい小津像を描き出す。
『黒澤明

ドイツ外交を通史的に振り返ることを通

介する旗章学研究の金字塔。独立国 198

ルの生涯を丁寧にたどる本格評伝。とく

が自分の足で訪ね歩く。郵便資料と、現

げ、駐留米軍をはじめ多くの慰問活動を

の様相を分野を超え、様々な角度から照

材などを供給される関係を築いた。

の十字架』の補遺を通し、巨匠 2 人の戦

して、現在の日本が得るべき知恵を探り、

カ国の政治体制・地方行政単位が地図と

に今まで研究されなかった前半生を粘り

地で撮影した写真等でわかりやすく解説。

行い、日米友好を深める架け橋となった。

射し浮かび上がらせる最新の研究成果。

その舞台が砧撮影所にあった、航空教育

争との関わりを対比した比較論考を付す。

歴史問題と外交のあり方を問う。（2015.8）

共に幅広く理解できる稀有な書。（2015.9）

強い調査で明らかにした貴重な書。

美しい景色とウンチク満載の異色の歴史

（2015.8）

（2015.11）

紀行！ オールカラー（2016.8）

（2016.8）

絵 葉 書、 報 道 写 真、 地 図、 設 計

（2016.11）

資料製作所であり、円谷英二はその指導
者だった。（2016.12）

