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注文数

冊

稲川照芳 著

ドイツ外交史

四六判 ／並製
1,800 円＋税

プロイセン、戦争・分断から
欧州統合への道

外交はいかに歴史に学べるか……

ベルリン総領事、ハンガリー大使を務めた外
交のエキスパートが記した、わかりやすいド
イツ近現代史。ドイツ外交を通史的に振り返
ることを通して、現在の日本が得るべき知恵を
探り、歴史問題と外交のあり方を問う。（2015.8）

ISBN978-4-908073-14-4 C0022

注文数

冊

ジャン＝ルイ・
ドナディウー 著
大嶋厚 訳

黒いナポレオン

A5 判 ／並製
3,000 円＋税

ハイチ独立の英雄 トゥサン・
ルヴェルチュールの生涯

“TOUSSAINT LOUVERTURE” の邦訳

世界初の黒人奴隷が建国した国家ハイチの独立
に先駆的な役割を果たした“黒いナポレオン” トゥ
サン・ルヴェルチュールの生涯を丁寧にたどる本格
評伝。今まで研究されなかった前半生を粘り強い
調査で明らかにした貴重な書。（2015.11）

ISBN978-4-908073-16-8 C0022

注文数

冊

指田文夫 著

小津安二郎の悔恨

四六判 ／並製
1,800 円＋税

帝都のモダニズムと
戦争の傷跡

『東京暮色』を再評価、異色の小津論

失敗作とされる『東京暮色』こそ傑作、小津
の本心が秘められている。小津に隠された「悔
恨」と揺らぎを作品から掬いあげ、新しい小
津像を描き出す。小津と黒澤巨匠 2 人の戦争
との関わりを対比した比較論考を付す。（2015.8）

ISBN978-4-908073-13-7 C0074

注文数

冊

苅安望 著

世界「地方旗」図鑑

B5 判 ／並製
12,000 円＋税

世界各国の「地方旗」を網羅した世界初の書

国旗よりさらに踏み込んだ行政区域、県、州
の旗を広く紹介。ほとんど知られていない旗
を体系的に紹介する旗章学研究の金字塔。独
立国 198 カ国の政治体制・地方行政単位が地
図と共に幅広く理解できる稀有な書。（2015.9）

ISBN978-4-908073-15-1 C0025

注文数

冊

飯田泰士 著

地方選挙ハンドブック

四六判 ／並製
1,500 円＋税

傾向・対策と問題点

あなたも立候補してみたら？

詳細なデータから日本中で行われている地方
選挙の傾向と対策、問題点を候補者、当選人、
有権者等の観点から解説。18 歳選挙権などの
話題にも触れながら選挙や政治参加のあり方
を考え直すきっかけとなる基本図書。（2015.4）

ISBN978-4-908073-10-6 C0036

注文数

冊

畠山陸雄 著

ルーマニア音楽史

四六判 ／並製
2,000 円＋税

音楽家の足跡から辿る

ルーマニア音楽、初の本格的通史！

様々な民俗音楽・伝統音楽、現代音楽が併存し、
独自の魅力を放つルーマニア音楽を、古代から
現代まで、ハスキル、チェリビダッケなど音楽
家約 80 人の活動を丁寧に辿りながら詳細に解
説。貴重なロマ音楽事情も盛り込んだ。（2015.7）

ISBN978-4-908073-12-0 C0073

注文数

冊

オトフリート・
ニッポルト 著
中井晶夫 編･訳

西欧化されない日本

四六判 ／上製
2,500 円＋税

スイス国際法学者が見た
明治期日本

なぜ日本は大戦への道を歩んでしまったのか ?

親日家で国際法の大家が描く明治日本。日本
躍進の核心は西欧化されない本質にこそあっ
た！ 国際平和を説き続け、優れた洞察力で時
代の暗雲に立ち向かった筆者の日本旅行記や
国際情勢を的確に分析した論文など。（2015.3）

ISBN978-4-908073-09-0 C002

注文数

冊

藤田昌雄 著

陸軍と性病

A5 判 ／並製
1,800 円＋税

花柳病対策と慰安所

実態を明らかにする第一級資料！

日清・日露戦争以後から太平洋戦争終戦間際
まで、軍部が講じた様々な性病予防策として
の各種規定を掲載、解説。慰安所を活写した
貴重な写真や性病予防具の広告、軍需品とし
て進化したコンドームの歴史も掲載。（2015.6）

ISBN978-4-908073-11-3 C0021

注文数

冊

髙橋輝和 編著

丸亀ドイツ兵捕虜
収容所物語

四六判 ／上製
2,500 円＋税

第一次世界大戦時の模範的な捕虜収容所

映画の題材にもなった板東収容所に先行し、
模範的な捕虜収容の礎を築いた丸亀収容所に
光をあて、その全容を明らかにする。公的記
録や新聞記事、日記などの豊富な資料を駆使、
収容所の歴史や生活を再現。（2014.11）

ISBN978-4-908073-06-9 C0021

注文数

冊

飯田泰士 著

原発国民投票を
しよう！  

四六判 ／並製
1,500 円＋税

原発再稼働と憲法改正

選挙は民意を反映していない！

国民にとっての重要課題、原発再稼働こそ国
民投票が必要だ。法学的な原則を踏まえ、原
発国民投票実施を拒否する安倍首相の主張
がいかに不合理か実例を挙げて丁寧に解説。

（2015.2）

ISBN978-4-908073-08-3 C0036

注文数

冊

辻田真佐憲 著

愛国とレコード

A5 判 ／並製
1,600 円＋税

幻の大名古屋軍歌と
アサヒ蓄音器商会

軍歌こそ “ 愛国ビジネス” の原型である！

大正時代から昭和戦前期にかけて名古屋に存
在したローカル・レコード会社アサヒ蓄音器
商会が発売した、戦前軍歌のレーベル写真と
歌詞を紹介。詳細な解説を加えた異色の軍歌・
レコード研究本。オールカラー。（2014.11）

ISBN978-4-908073-05-2 C0036

注文数

冊

誘惑する歴史

四六判 ／並製
2,000 円＋税

誤用・濫用・利用の実例

歴史というものの本質を解き明かす！

サミュエル・ジョンソン賞受賞の女性歴史学
者の白熱講義！ 歴史がいかに誤用、濫用に陥
りやすいか豊富な実例からわかりやすく解説。
安直な歴史利用を戒めた好著。歴史の「使わ
れ方」を知るための座右の書。（2014.12）

ISBN978-4-908073-07-6 C0022

注文数

冊

内藤陽介 著

朝鮮戦争

A5 判 ／並製
2,000 円＋税

ポスタルメディアから読み解
く現代コリア史の原点

退屈な通史より面白く、わかりやすい。

「韓国／北朝鮮」の出発点を正しく知る！
朝鮮戦争の勃発―休戦までの経緯をポスタル
メディア（郵便資料）という独自の切り口か
ら詳細に解説。朝鮮戦争の基本図書ともなり
うる充実の内容。（2014.8）

ISBN978-4-908073-02-1 C0022

注文数

冊

滝口忠雄 写真・文

国鉄「東京機関区」に生きた

国鉄職員の働く姿と闘う姿  反響続々！

いまはなき国鉄「東京機関区」に生きた著者が、
国鉄職員の“働く姿と闘う姿”と“電気機関車の
姿”を活写した貴重な写真集。1965 年〜 86 年
までの国鉄の姿は、戦後昭和史の第一次資料と
して後の世代にも伝えたい貴重な記録。（2014.10）

ISBN978-4-908073-04-5 C0065

注文数

冊

広中一成 著

語り継ぐ戦争

四六判 ／上製
1,800 円＋税

中国・シベリア・南方・本土
「東三河 8 人の証言」

「戦争体験の記録」を記憶する

かつての軍都豊橋を中心とした東三河地方の
消えゆく「戦争体験の記憶」を記録。気鋭の
歴史学者が、いまだ語られていない貴重な戦争
体験を持つ市民 8 人にインタビューし、解説
を加えた次世代に継承したい記録。（2014.8）

ISBN978-4-908073-01-4 C0021

注文数

冊

ひぐち日誠 著

破天荒坊主がゆく

四六判 ／並製
1,500 円＋税

煩悩あって当たり前　痛快説法

様々な俗事にハマり、我欲全開の著者は世界
三大荒行「日蓮宗百日結界大荒行」を完遂した、
山梨県身延山の高僧。破戒寸前破天荒坊主の
笑いあり、涙あり、怖い話ありの痛快生き様
丸ごと説法！（2014.9）

ISBN978-4-908073-03-8 C0095

B5 横
並製

2,700 円＋税

マーガレット・マクミラン 著
真壁広道 訳
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注文数

冊

きむらけん 著

ミドリ楽団物語

四六判 ／並製
2,000 円＋税

戦火を潜り抜けた児童音楽隊

戦中・戦後を駆け抜けた稀有な学童音楽隊

戦時下に発足し、陸軍を慰問し評判となった
小学生による音楽隊は、戦後にはミドリ楽団
として華々しいデビューを遂げ、駐留米軍を
はじめ多くの慰問活動を行い、日米友好を深
める架け橋となった。（2016.8）

ISBN978-4-908073-29-8 C0095

注文数

冊

指田文夫 著

ゴジラは
円谷英二である

四六判 ／並製
0000 円＋税

航空教育資料製作所秘史

ゴジラの起源は砧撮影所だった―。

東宝は、軍の教材映画・戦意高揚映画を受注
することで経営の安定化を図り、優先的に資
材などを供給される関係を築いた。その舞台
が砧撮影所にあった、航空教育資料製作所で
あり、円谷英二はその指導者だった。（2016.12）

ISBN978-4-908073-32-8 C0074

注文数

冊

内藤陽介 著

リオデジャネイロ
歴史紀行

A5 判 ／並製
2,700 円＋税

オリンピック開催地の意外な深さを紹介

切手や絵葉書を手掛かりに、南米随一の巨大
都市リオデジャネイロがたどってきた 16 世紀
以来の複雑な歴史と文化を著者が自分の足で
訪ね歩く。美しい景色とウンチク満載の異色
の歴史紀行！　オールカラー。（2016.8）

ISBN978-4-908073-28-1 C0026

注文数

冊

朴美貞 編著
長谷川怜 編著

日本帝国の表象

A5 判 ／並製
0000 円＋税

生成・記憶・継承

非文字資料から歴史を読む

非文字（図画像）資料研究の可能性を拓く！　
絵葉書、報道写真、地図、設計図、絵図など
に立ち現れる“日本帝国”の様相を分野を超え、
様々な角度から照射し浮かび上がらせる最新
の研究成果。（2016.11）

ISBN978-4-908073-30-4 C0071

注文数

冊

第一次世界大戦

A5 判 ／上製
8,000 円＋税

平和に終止符を打った戦争

なぜ、ヨーロッパは平和を守れなかったのか？

世界中で話題を呼んだThe War That Ended Peace: 
How Europe Abandoned Peace for the First World 
War の邦訳。第一次世界大戦以前に欧州が経験
していた大きな変容を描き、なぜ平和な大陸が
混乱に沈んでいったのかを明確に説明。（2016.5）

ISBN978-4-908073-24-3 C0022

注文数

冊

加藤鐵雄 著

増補・新版  戦国武将
「旗指物」大鑑

A5 判 ／並製
5,000 円＋税

本格的旗指物資料の決定版！

旗指物の基本図書が増補・新版で登場！ 
戦国時代の武将 236 人、約 450 を超える旗指
物を一次資料（屏風絵）中心に再現・編集。各
武将の略歴（系図）・家紋も掲した本格的旗指
物資料の決定版！（2016.8）

ISBN978-4-908073-27-4 C0021

注文数

冊

小針侑起 著

あゝ浅草オペラ

A5 判 ／並製
2,500 円＋税

写真でたどる
魅惑の「インチキ」歌劇

「平成のペラゴロ」による浅草オペラ本の決定版！

未発表の貴重な秘蔵写真 200 余枚を収載。田谷
力三・高木徳子・浦辺粂子・二村定一など、浅
草オペラから輩出した大スターたちの知られざ
る当時の記録から、浅草オペラに関する盛衰を
詳細に綴る歴史的資料価値の高い 1 冊。（2016.5）

ISBN978-4-908073-26-7 C0076

注文数

冊

熊谷晃 著

旧制高校の校章と旗

A5 判 ／並製
3,500 円＋税

良き時代の気高い精神を次世代につなぐ

外地を含む 38 の旧制高校の校章（記章・帽章
＝バッジ）校旗を完全網羅。各デザインに込め
られた意味、来歴、誇り、伝統…を各校ごと
に紹介。旧制高校を、独自の切り口で紹介す
る初の書！　オールカラー。（2016.6）

ISBN978-4-908073-22-9 C0037

注文数

冊

藤田憲司 著

邪馬台国とヤマト王権

四六判 ／並製
1,800 円＋税

卑弥呼の「鏡」が解き明かす

邪馬台国は北部九州の中にあった

「三角縁神獣鏡」を中心に日韓の墳丘墓から出
土される鏡に注目し、邪馬台国とヤマト王権
の関係性、邪馬台国の所在した位置を確定し
ていく斬新な論を展開。最新の研究成果をも
とに歴史・文化・生活の流れを鑑みる。（2016.2）

ISBN978-4-908073-21-2 C0021

注文数

冊

苅安望 著

日本「地方旗」図鑑

B5 判 ／上製
12,000 円＋税

ふるさとの旗の記録

日本の地方旗を掲載した比類なき図鑑

3000 を超える都道府県、市町村の旗を掲載した
図鑑。47 の都道府県旗と 1741 の市町村旗のす
べてを正確な色・デザインで地図と共に掲載、
解説。「平成の大合併」に伴い廃止された 1247
の「廃止旗」も旧市町村名とともに掲載。（2016.5）

ISBN978-4-908073-25-0 C0025

注文数

冊

菅谷信 著

偽満洲國貨幣図鑑

A4 判 ／上製
18,000 円＋税

附 東北三省の貨幣 および
珍銭珍貨

歴史・デザイン芸術の研究にも資する資料

偽（旧）満洲国の通貨統合以前に存在した膨大
な種類の貨幣から、満洲中央銀行発行の貨幣、
加刷券、見本券、通用券、銅板、証券類など、
貴重な資料／珍品約 400 点をオールカラー、
原寸（ごく一部縮小）で掲載。（2015.12）

ISBN978-4-908073-00-7 C0630

注文数

冊

金子善明 著

新装版  抽象画入門

B5 判 ／上製
3,500 円＋税

視点が変わる
気付きのテクニック

抽象画はむずかしくない！

抽象画の技法をやさしく伝える初めての書！　
日常風景の中に抽象的な美しさはいくらでも
潜んでいる。大切なのはそのことに気付くか
どうかということだけだ。本書にはそれに気
付くヒントが散りばめられている。（2016.4）

ISBN978-4-908073-23-6 C0071

注文数

冊

内藤陽介 著

アウシュヴィッツの手紙

A5 判 ／並製
2,000 円＋税

郵便学から明らかにする強制収容所の実態

アウシュヴィッツ強制収容所の実態を、収容
者の手紙の解析を通して明らかにする郵便学
の成果！ 手紙以外にも様々なポスタルメディ
ア（郵便資料）から、意外に知られていない
収容所の歴史をわかりやすく解説。（2015.11）

ISBN978-4-908073-18-2 C0022

注文数

冊

田中徳一 著

ドイツの歌舞伎と
ブレヒト劇

四六判 ／上製
2,700 円＋税

ドイツ人は忠臣蔵が大好き ?

19 世紀末から 20 世紀初頭、ジャポニズムが
流行した時期にヨーロッパに伝わった歌舞伎
は、ドイツで翻案され独自の変化を遂げた。
知られざる事実を丹念な調査で掘り起こし丁
寧に辿る、異文化交流史研究の成果。（2015.12）

ISBN978-4-908073-20-5 C0074

注文数

冊

長佐古美奈子 著

ボンボニエールと
近代皇室文化

A5 判 ／並製
3,500 円＋税

掌上の雅

皇室からの小さな贈り物……　

明治初期、宮中晩餐会の引出物としてはじまっ
た掌サイズの美しい工芸品「ボンボニエール」
を学術的に研究・紹介。様々な角度から考察
した唯一の本格的研究書。貴重なボンボニエー
ル 200 点以上を掲載。オールカラー。（2015.11）

ISBN978-4-908073-17-5 C0072

注文数

冊

新装版  禅と戦争

四六判 ／並製
3,000 円＋税

禅仏教の戦争協力

戦後 70 年が過ぎた今だからこそ伝えたい

禅僧たちの負の遺産とは ? 客観的視点で「国
家と宗教と戦争」を凝視する異色作。人の道
を説き、「死の覚悟、無我、無念、無想」を教
える聖職者たち。禅仏教の歴史と教理の裏側
に潜むものを徹底的に考察する。（2015.12）

ISBN978-4-908073-19-9 C0021

えにし書房の書籍注文書 2

ブライアン・A・ヴィクトリア 著
エイミー・R・
ツジモト 訳

マーガレット・マクミラン 著
真壁広道 訳
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注文数

冊

林順治 著

『日本書紀』集中講義

四六判 ／並製
1,800 円＋税

天武・持統・
藤原不比等を語る

『日本書紀』の虚と実を解明する！

天智と天武が（異母兄弟）であることや、天
武と古人大兄（蘇我馬子の孫）は同一人物で
あることなど、驚くべき古代天皇の系譜を
紐解く。好評の古代史講義シリーズ第 2 弾。

（2017.12）

ISBN978-4-908073-47-2 C0021

注文数

冊

きむらけん 著

と号第三十一飛行隊
「武揚隊」の軌跡

四六判 ／並製
2,000 円＋税

ついに明らかになった武揚隊の全貌！

インターネットでの偶然から 5 年、広がる機縁や
因縁からついに明らかになった武揚隊の全貌！　
特攻隊三部作（彩流社刊）出版を通して寄せられ
た情報が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……。（2017.12）

ISBN978-4-908073-45-8 C0021

注文数

冊

マタ・ハリ伝

A5 判 ／上製
3,000 円＋税

100 年目の真実

マタ・ハリ評伝の、古典的名著本邦初訳！

世紀の冤罪か？ 放蕩な女スパイのレッテルを
貼られながらも、気高く死んでいった女性の
生涯を辿り、その真の姿に迫る本格評伝。丁
寧な現地取材などもしながら、マタハリの真
の姿に迫る渾身の翻訳！（2017.12）

ISBN978-4-908073-46-5 C0022

注文数

冊

壱岐はる子 著
毛利眞人 監修

エロ・エロ東京娘百景

B5 判 ／並製
2,500 円＋税

ワイド復刻版　解説付

幻の発禁本　詳細な解説付きワイド版で復刻！

昭和 5 年 11 月に誠文堂より発行、すぐに発禁
処分となり、国会図書館にも蔵書のない『エロ・
エロ東京娘百景』の復刻版。拡大収録し、註を
挿入。虚実皮膜にありながら、現代にも通じる
昭和初期の裸の東京を描いた貴重資料。（2017.8）

ISBN978-4-908073-42-7 C0036

注文数

冊

写真・文
小竹直人 

国境鉄路

B5 判 ／並製
3,700 円＋税

【紀行写真集】ー「満鉄」の
遺産 7 本の橋を訪ねて

北朝鮮国境の貴重写真・情報多数

報道写真家樋口健二に師事、中国 SL 写真家と
して高名な著者が、中国と北朝鮮間にかかる
7 本の橋（橋脚のみも含む）と北朝鮮とロシア
間の鉄道橋を訪ねた紀行写真集。中露国境の
再建鉄道や満鉄廃線跡の現在も紹介。（2017.10）

ISBN978-4-908073-43-4 C0072

注文数

冊

藤城かおる 著

啞蟬坊伝

A5 判 ／並製
3,000 円＋税

演歌と社会主義のはざまに

民衆の声を聴け！　評伝の決定版！

明治・大正・昭和を演歌師として生きた唖蝉坊
の足跡に見え隠れする演歌史、社会史、民衆史
を膨大な資料と丹念な調査で掬い上げた貴重な
評伝。時代を超えて人々の心を打つ演歌の精髄
に迫る渾身の論考。歌本見本付。（2017.8）

ISBN978-4-908073-41-0 C0023

注文数

冊

ドイツ外務省
〈過去と罪〉

A5 判 ／上製
10,000 円＋税

第三帝国から連邦共和国体制下
の外交官言行録

ドイツ外務省とナチスドイツの関係の実態！

フィッシャー外務大臣の下で、外務省が設立した
「独立歴史委員会」によって公刊された調査研究書
の訳。ドイツ外務省のナチス政権への協力の実態
と、戦後どのように向き合ったかを個人の言動を
通して生々しく描き、追及した第一級資料。（2018.1）

ISBN978-4-908073-40-3  C0022

注文数

冊

内藤陽介 著

パレスチナ現代史

A5 判 ／並製
2,500 円＋税

岩のドームの郵便学

中東 100 年の混迷を読み解く！

世界遺産、エルサレムの“岩のドーム”に関連し
た郵便資料の分析という独自の視点で、オスマ
ン帝国時代から直近までの複雑な情勢をわかり
やすく解説。郵便学者による、ありそうでなかっ
た待望のパレスチナ通史！（2017.9）

ISBN978-4-908073-44-1 C0022

注文数

冊

相原精次 著

捏造の日本古代史

四六判 ／並製
2,000 円＋税

日本書紀の解析と古墳分布の
実態から解く

古代史を取り戻せ！

明治維新後の 70 年、戦後 70 年を経たいまこ
そ真摯に古代史に向き合いたい。日本書紀を
虚心に読み込み、その成立過程の「層」構造
を究明し、積年の古墳研究により明らかにな
りつつある古代史の真の姿に迫る。（2017.4）

ISBN978-4-908073-35-9 C0021

注文数

冊

苅安望／
西浦和孝 著

日本「地方旗」図
鑑　解読編

B5 判 ／並製
4,000 円＋税

ふるさとの旗を愉しもう！

日本「地方旗」図鑑をより深く分析し、読み
解く愉しさを伝える「解読編」。色やデザイン
モチーフによる分類、類似旗など様々な視点
から解読。巻末には旗チャートとして使える
日本の地方旗一覧を付す。（2017.6）

ISBN978-4-908073-39-7 C0025

注文数

冊

河野順子 著

タロットカード術講座

A5 判 ／並製
2,000 円＋税

後悔しない生き方のために

タロット術を習得するための実践読本

一般的なタロット術に自らの経験を加え、わか
りやすく練り直した、実践的なタロット術読本。
37 のチェックリスト、タロットの歴史や背景を
わかりやすく概説。大判カードをカラー表示。
コンパクトで使いやすい占いガイド本。（2017.3）

ISBN978-4-908073-36-6 C0011

注文数

冊

マ イケ ル・R・
マラス 著
真壁広道 訳

ホロコーストに
教訓はあるか

四六判 ／並製
2,300 円＋税

歴史を学ぶ者全てにとっての指針を示す書

草創期からホロコースト研究に携わった第一人
者ならではの精確にして誠実な最新の研究史。
多様な視点から、膨大な研究の発展の成果を丁
寧に辿り、課題を概観するともに「ホロコース
トの教訓」の濫用の危険を訴える。（2017.5）

ISBN978-4-908073-38-0 C0022

注文数

冊

木村聡 著

昭和歌謡
替え歌 77 選

四六判 ／並製
1,800 円＋税

77 回抱腹まちがいなし！

潮来笠 /また逢う日まで / わたしの城下町 / 有楽
町で逢いましょう/シクラメンのかほり/ 心のこり/
UFO/ひと夏の経験など 77 選の替え歌のほか、
懐かしの昭和歌謡の的確な論評・豆知識も満載。
新たなジャンルの可能性を拓く。（2016.12）

ISBN978-4-908073-33-5 C0092

注文数

冊

林順治 著

日本古代史集中講義

四六判 ／並製
1,800 円＋税

天皇・アマテラス・エミシを
語る

私たちはどこから来たのか？

日本国家の起源は？ 日本人の起源は？ そし
て私の起源は？ 古代史の欺瞞を正し、明確な
答えを導き出しながら学界からは黙殺される
石渡信一郎氏の説に独自の視点を加え、深化
させたわかりやすい講義録。（2017.3）

ISBN978-4-908073-37-3 C0021

注文数

冊

ルーシー・バーミ
ンガム／デイヴィッ
ド・マクニール 著

雨ニモマケズ

四六判 ／並製
2,000 円＋税

外国人記者が伝えた
東日本大震災

いまこそ問い直したい 3.11 以後の日本

日本在住の外国人記者による迫真のルポ。東日本
大震災を生き延びた 6 人への震災直後からのイン
タビューを中心に、緻密な取材をもとに客観的視点
からまとめ、2012 年アメリカで出版され話題となっ
た Strong in the Rain の日本語版。（2016.12）

ISBN978-4-908073-31-1 C0036

注文数

冊

大内博勝 著

奄美巡礼

A4 判 ／並製
2,500 円＋税

奄美諸島のすべての神社を網羅

奄美大島、加計呂麻島、請島・与路島、喜界島、
徳之島、沖永良部島、与論島にある 150 もの
神社をすべて巡礼、合掌姿とともに撮影した
異色の写真集。どの写真もセルフタイマーで
撮影、自らが拝礼する姿を写し込む。（2017.1）

ISBN978-4-908073-34-2 C0072

えにし書房の書籍注文書 3

さまよえる特攻隊 サム・ワーヘナー 著
井上篤夫 訳
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マーガレット・マクミラン 著
真壁広道 訳 注文数

冊

林順治 著

〈新装改訂版〉
八幡神の正体

A5 判 ／並製
2,000 円＋税

もしも応神天皇が百済人である
ならば

八幡神こそ日本の始祖神だった！

　アマテラスを始祖とする万世一系物語の影に
隠された始祖神の実像に迫り、天皇家、藤原
家から源氏三代、現在に至る八幡神信仰の深
層にある日本古代国家の起源を明らかにする。
2012 年の初版（彩流社刊）を大幅改訂。（2018.8）

ISBN978-4-908073-58-8 C0021

注文数

冊

林順治 著

干支一運 60 年の
天皇紀

A5 判 ／並製
2,000 円＋税

藤原不比等の歴史改作システムを説く

万世一系神話の創作の仕組を解明する！ 　

アマテラスを祖として、神武を初代天皇とす
る万世一系の天皇の物語はいかにつくられた
か。日本書紀の編纂過程を含めた“歴史改作
のシステム”を理解すれば、目からウロコ請
け合いです。古代歴代天皇干支表付。（2018.4）

ISBN978-4-908073-51-9 C0021

注文数

冊

張景俊 著
中藤弘彦 / 訳

金正恩の精神分析

A5 判 ／並製
1,800 円＋税

境界性パーソナリティ障害の
背景を読み解く 

金正恩の精神世界を分析した韓国のベストセラー

『安倍晋三の精神分析』、『ホワイト・オバマ』な
どの著作がある韓国の高名な精神科医が、冷
静かつ危機感を持って金正恩の精神分析を試
みる！（2018.6）

ISBN978-4-908073-56-4 C0011

注文数

冊

注文数

冊

ヒストリーズ・ピープル

四六判 ／並製
2,300 円＋税

A5 判 ／上製
12,000 円＋税

人格と個性が歴史を変える 

ユーモアと皮肉と優しさを讃えた痛快歴史読本

満洲研究に欠かせない幻の書籍、復刻！

高名な国際的歴史研究者で博覧強記を誇る著者
が、政治家、軍人、思想家、作家、探検家から
市井の人に至るまで、人 に々共通する感情や特性
が歴史にどう影響を与えたのかなどを、膨大な事
例を挙げ、縦横無尽に解説する。（2018.5）

天理教による満州「天理村」建設の前夜から10 
年間の運営の実情を写真・図版具体的な数値を
伴う表などで詳細に記録した第一級資料。現地調
査などを踏まえた研究者による詳細な解説「天理
村の概要とその特徴」（長谷川怜）を増補。（2018.9）

ISBN978-4-908073-53-3 C0022

ISBN978-4-908073-49-6 C0021

注文数

冊

田口雅弘 編著
金美徳 編著

これからの
日中韓経済学

A5 判 ／並製
2,700 円＋税

キャンパス・アジア共通教科書

アジアダイナミズムと真正面から向き合う！

日中韓経済について、相互の制度的連携や東
アジアの将来のあるべき姿などについて、8
人の研究者が様々な視点から論じる。東アジ
ア経済を学ぶ学生、一般読者、ビジネスマン
にも有効な示唆に富んだ基本図書。（2018.3）

ISBN978-4-908073-50-2 C0033

注文数

冊

大橋尚泰 著

フランス人の
第一次世界大戦

B5 判 ／並製
4,000 円＋税

戦時下の手紙は語る 

フランス人にとっての第一次世界大戦とは？

第一次大戦に従軍した兵士たちや家族による、肉
筆で書かれた葉書や手紙の原物に当たり、丁寧に
判読、全訳と戦況や背景についての詳細な注や
解説を付す。約 200 点の葉書・手紙の画像を収
録した史料的価値も高い 1 冊。（2018.6）

ISBN978-4-908073-55-7 C0022

注文数

冊

藤田賀久 著

台湾へ行こう！

A5 判 ／並製
2,200 円＋税

見えてくる日本と見えなかった台湾

日本を再発見し、真の台湾に出会う知的旅行

普通の観光から一歩踏み込めば、台湾のいたる
ところに「日本」がある。日本統治時代の歴史を
踏まえながら、変貌する台湾のダイナミズムを感じ、
新たな気づきと知見を得て、もっと台湾が好きにな
るスタディーツアーガイドブック。（2018.10）

ISBN978-4-908073-57-1 C0022

注文数

冊

韓国古代史の正体

A5 判 ／並製
2,200 円＋税

忘れられた真実の実相

韓国古代史に一石を投じる問題作

日本統治下で、一定の方向に決められ歪曲された
韓国古代史の真の姿を明らかにする。韓国古代
史の中でも特に重要な問題について最新の研究
成果を盛り込みながら、わかりやすく解説。韓国
史理解の一助となる基本資料。（2018.11）

ISBN978-4-908073-57-1 C0022

注文数

冊

チェコスロヴァキア
美術館

B5 判 ／並製
3,500 円＋税

切手で鑑賞――至高の絵画コ
レクション 

美しく贅沢な美術館へようこそ！

切手でしか再現できない、美しく贅沢な美術
館へようこそ！「ミュシャ展」「アルチンボル
ド展」など、近年日本にも馴染み深いチェコ
スロヴァキアの絵画を通史的に理解できる画
集的美術読本。約 300 点の切手を収録。（2018.5）

ISBN978-4-908073-54-0 C0071

えにし書房の書籍注文書 4

市川敏之 著
注文数

冊

エイミー・
ツジモト 著

満州天理村
「生琉里」の記憶

A5 判 ／並製
2,000 円＋税

天理教と七三一部隊

満州開拓の裏面史

宗教教団は積極的に国策に協力することで布教
と組織の拡大を図った…。知られざる実態と驚く
べき史実を、元開拓団員の赤裸 な々証言から明ら
かにする問題作。一宗教団体を超え「宗教と戦争」
のあり方を考えさせる異色の満州本。（2018.2）

ISBN978-4-908073-48-9 C0021

〈復刻版〉満洲
『天理村十年史』

天理教生琉里教会編

スタディーツアーガイド ①

卜 箕大 著
朴 美貞 訳


