
広中 一成  著

語り継ぐ戦争

四六判 ／上製
定価：1,800 円＋税

中国・シベリア・南方・本土
「東三河 8 人の証言」

978-4-908073-01-4 C0021

「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」を記録する。
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）

ご注文数

冊

辻田 真佐憲  著

愛国とレコード

A5 判 ／並製
定価：1,600 円＋税

ぐらもくらぶシリーズ 1　
幻の大名古屋軍歌とアサヒ蓄音器商会

978-4-908073-05-2 C0036

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）

ご注文数

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
定価：2,500 円＋税

スイス国際法学者が見た明治期日本

978-4-908073-09-0 C0021

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、驚くべき卓見で
今後を予見した論文など。（2015.3）

ご注文数

冊

指田 文夫 著

小津安二郎の悔恨

四六判 ／並製
定価：1,800 円＋税

帝都のモダニズムと戦争の傷跡

978-4-908073-13-7 C0074

『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。『黒澤明の十字架』の補遺
を通し、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）

ご注文数

冊

ひぐち日誠 著

破天荒坊主がゆく

四六判 ／並製
定価：1,500 円＋税978-4-908073-03-8 C0095

煩悩あって当たり前　痛快説法

煩悩あって当たり前、これが実践的破天荒説
法だ！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）

ご注文数

冊

マーガレット・マクミラン 著
真壁 広道  訳

誘惑する歴史

四六判 ／並製
定価：2,000 円＋税

誤用・濫用・利用の実例

978-4-908073-07-6 C0022

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。世界史か
ら今日的国際問題までを概観。歴史の「使わ
れ方」を知るための座右の書。（2014.12）

ご注文数

冊

藤田 昌雄  著

陸軍と性病

A5 判 ／並製
定価：1,800 円＋税

花柳病対策と慰安所

978-4-908073-11-3 C0021

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、戦地の実
態を活写した貴重な写真、世相を反映した各
種性病予防具の広告、軍需品として進化した
コンドームの歴史も掲載。（2015.6）

ご注文数

冊

苅安 望  著

世界「地方旗」図鑑

B5 判 ／上製
定価：12,000 円＋税978-4-908073-15-1 C0025

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
の旗を広く紹介することを目的に編集。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）

ご注文数

冊

国鉄「東京機関区」に生きた

978-4-908073-04-5 C0065

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）

ご注文数

冊

飯田 泰士  著

原発国民投票を
しよう！

四六判 ／並製
定価：1,500 円＋税

原発再稼働と憲法改正

978-4-908073-08-3 C0036

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。国民の多くの意思を無視し
て原発再稼働に動く安倍政権はおかしい！ 
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）

ご注文数

冊

畠山 陸雄   著

ルーマニア音楽史

四六判 ／並製
定価：2,000 円＋税

音楽家の足跡から辿る

978-4-908073-12-0 C0073

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、エネスク、ハスキル、リパッ
ティ、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）

ご注文数

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
定価：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

978-4-908073-16-8 C0022

“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。とくに今まで研究さ
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）

ご注文数

冊

内藤 陽介  著

朝鮮戦争

A5 判 ／並製
定価：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

978-4-908073-02-1 C0022

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）

ご注文数

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
定価：2,500 円＋税978-4-908073-06-9 C0021

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。貴重な写真・図
版 66 点収載。（2014.11）

ご注文数

冊

飯田 泰士  著

地方選挙
ハンドブック

四六判 ／並製
定価：1,500 円＋税978-4-908073-10-6 C0036

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
最新の話題にも触れながら選挙のあり方、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）

ご注文数

冊

稲川 照芳  著

ドイツ外交史

四六判 ／並製
定価：1,800 円＋税

プロイセン、戦争・分断から
欧州統合への道

978-4-908073-14-4 C0022

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、外交の視点から
の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）

ご注文数

冊

お名前（ご請求先）

ご住所 〒 TEL

▽注文・お問い合わせ
〒102-0074  東京都千代田区九段南 2-2-7 北の丸ビル 3F
TEL : 03-6261-4369 FAX : 03-6261-4379 
takayukitsukada@gmail.com

取扱書店／通信欄

〈注文欄〉

滝口 忠雄 写真・文
B5 横判 ／並製
定価：2,700 円＋税

傾向・対策と問題点

既刊・新刊のご案内           FAX 0120-999-660



マーガレット・マクミラン 著
真壁 広道  訳
滝田 賢治  監修

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
定価：3,500 円＋税

掌上の雅

978-4-908073-17-5 C0072

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く、 粋な工芸品「ボン
ボニエール」を学術的に研究・紹介。ボンボ
ニエールを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）

ご注文数

冊

田中 徳一  著

ドイツの歌舞伎
とブレヒト劇

四六判 ／上製
定価：2,700 円＋税978-4-908073-20-5 C0074

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）

ご注文数

冊

小針 侑起 著

あゝ浅草オペラ

A5 判 ／並製
定価：2,500 円＋税

ぐらもくらぶシリーズ 2　
写真でたどる魅惑の
 　　　　「インチキ」歌劇

978-4-908073-26-7 C0076

「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 余枚を収載し、
田谷力三・高木徳子・藤原義江・浦辺粂子・
榎本健一・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デビュー当
時の記録から、浅草オペラに関する盛衰を詳
細に綴る歴史資料価値の高い 1 冊。（2016.5）

ご注文数

冊

内藤 陽介 著

リオデジャネイロ
歴史紀行

A5 判 ／並製
定価：2,700 円＋税978-4-908073-28-1 C0026

オリンピック開催地の意外な深さを紹介

リオデジャネイロの複雑な歴史や街並みを、
切手や葉書、現地で撮影した写真等でわかり
やすく解説。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）

ご注文数

冊

新装版 禅と戦争

四六判 ／並製
定価：3,000 円＋税

禅仏教の戦争協力

978-4-908073-19-9 C0021

戦後 70 年の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。
僧衣をまとって人の道を説き、「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）

ご注文数

冊

金子 善明  著

新装版 抽象画入門

B5 判 ／上製
定価：3,500 円＋税

視点が変わる
気付きのテクニック

978-4-908073-23-6 C0071

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と思う。本書にはそ
のことに気付くヒントがたくさん散りばめら
れている。（2016.4）

ご注文数

冊

熊谷 晃  著

旧制高校の
      校章と旗

A5 判 ／並製
定価：3,500 円＋税978-4-908073-22-9 C0037

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。日本の高等教育の稀有な成功例
である旧制高校を、独自の切り口で紹介する
初の書！　オールカラー。（2016.6）

ご注文数

冊

菅谷 信  著

偽満洲國貨幣図鑑

A4 判 ／上製
定価：18,000 円＋税

附 東北三省の貨幣 
および珍銭珍貨

978-4-908073-00-7 C0630

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）で一挙掲載。歴
史解説各種法令ほか関連資料付。（2015.12）

ご注文数

冊

苅安 望  著

日本「地方旗」図鑑

B5 判 ／上製
定価：12,000 円＋税

ふるさとの旗の記憶

978-4-908073-25-0 C0025

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
した比類なき図鑑。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）

ご注文数

冊

加藤 鐵雄 著

増補・新版 
戦国武将

「旗指物」大鑑

A5 判 ／並製
定価：5,000 円＋税978-4-908073-27-4 C0021

本格的旗指物資料の決定版！

彩流社で品切の旗指物の基本図書、えにし書
房から増補・新版で登場！ 武将 24 人大幅増補
とコラムも追加。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）

ご注文数

冊

内藤  陽介  著

アウシュヴィッツの
手紙

A5 判 ／並製
定価：2,000 円＋税978-4-908073-18-2 C0022

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、主に
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）

ご注文数

冊

藤田 憲司  著

邪馬台国と
　　ヤマト王権

四六判 ／並製
定価：1,800 円＋税

卑弥呼の「鏡」が解き明かす

978-4-908073-21-2 C0021

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、ひいては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
究成果をもとに弥生・縄文から連綿と続く歴
史・文化・生活の流れを鑑みる。（2016.2）

ご注文数

冊

第一次世界大戦

A5 判 ／上製
定価：8,000 円＋税

平和に終止符を打った戦争

978-4-908073-24-3 C0022

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ヨーロッパが経験
していた大きな変容を描き、鍵となった人物
に生命を吹き込み、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）

ご注文数

冊

きむら けん  著

ミドリ楽団物語

四六判 ／並製
定価：2,000 円＋税

戦火を潜り抜けた児童音楽隊

978-4-908073-29-8 C0095

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）

ご注文数

冊

ブライアン・ヴィクトリア 著
エイミー・ツジモト 訳

最新刊 最新刊

最新刊

直 取 引 代 行
トランスビュー

えにし書房の商品は、トランスビューの取扱で納品します。
直接取引の条件はトランスビューの商品とすべて同じ（返品随時可）
です。
取次ルートの場合は八木書店経由（買切・返品不可）です。
トランスビューとお取引がない書店様は小社にご連絡ください。
ご注文は１冊からお気軽に！

書店様へ

お名前（ご請求先）

ご住所 〒 TEL

▽注文・お問い合わせ
〒102-0074  東京都千代田区九段南 2-2-7 北の丸ビル 3F
TEL : 03-6261-4369 FAX : 03-6261-4379 
takayukitsukada@gmail.com

取扱書店／通信欄

〈注文欄〉

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/

既刊・新刊のご案内           FAX 0120-999-660


