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近代を知る、今がわかる

■『日本近代の歴史』全６巻
合計同時アクセス１：￥55,440　同時アクセス３：￥83,160 

〈企画編集委員〉大日方純夫・源川真希
幕末・維新期から戦後日本のはじまりの時期まで、政治の動きを中心に近代日本を描く通史。西欧列強や東アジアとの関係、国内
の政治構造、民衆の動きや社会運動などについて、第一線で活躍する研究者が最新の研究成果をもとに書き下ろす。世代を超えて
理解できる平易な記述と、豊富な図版や史料紹介・年表による立体的編集で、近代の姿が甦る。

ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00011040 9784642068123 第１巻：維新と開化 奥田晴樹 201610 ¥9,240 ¥13,860 
KP00011051 9784642068130 第２巻：「主権国家」成立の内と外 大日方純夫 201611 ¥9,240 ¥13,860 
KP00011058 9784642068147 第３巻：日清・日露戦争と帝国日本 飯塚一幸 201612 ¥9,240 ¥13,860 
KP00011068 9784642068154 第４巻：国際化時代「大正日本」 櫻井良樹 201701 ¥9,240 ¥13,860 
KP00011088 9784642068161 第５巻：戦争とファシズムの時代へ 河島　真 201702 ¥9,240 ¥13,860 
KP00011098 9784642068178 第６巻：総力戦のなかの日本政治 源川真希 201703 ¥9,240 ¥13,860 

■日本近代史
ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版

刊行年
同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00018008 9784642038744 近代日本の歴史意識 羽賀祥二【編】201803 ¥31,900 ¥47,850 
KP00018009 9784642038751 近代日本の地域と文化 羽賀祥二【編】201803 ¥31,900 ¥47,850 
KP00019181 9784642038768 アジア・太平洋戦争と石油：戦備・戦略・対外政策 岩間敏 201806 ¥9,900 ¥14,850 
KP00018003 9784642038737 〈近代都市〉広島の形成 布川弘 201804 ¥28,600 ¥42,900 
KP00011079 9784642038645 植民地期朝鮮の地域変容：日本の大陸進出と咸鏡北道 加藤圭木 201702 ¥27,500 ¥41,250 
KP00011090 9784642083126 日産の創業者鮎川義介 宇田川勝 201702 ¥9,240 ¥13,860 
KP00016562 9784642038713 井上馨と明治国家建設：「大大蔵省」の成立と展開 小幡圭祐 201802 ¥28,600 ¥42,900 
KP00012775 9784642038683 明治期の地方制度と名望家 飯塚　一幸 201710 ¥27,500 ¥41,250 
KP00019180 9784642038775 帝国日本の外交と民主主義 酒井一臣 201806 ¥22,000 ¥33,000 
KP00011093 9784642083157 日本陸軍の対ソ謀略：日独防共協定とユーラシア政策 田嶋信雄 201702 ¥9,240 ¥13,860 
KP00011078 9784642083072 明治期のイタリア留学：文化受容と語学習得 石井元章 201701 ¥10,560 ¥15,840 
KP00011073 9784642038621 戦間期の日本海軍と統帥権 太田　久元 201701 ¥27,500 ¥41,250 
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レスポンシブなサイト
デザイン。スマートフォンか
らも快適に閲覧。

無料アプリで本棚作成、
マークやコメント、通知な
どさまざまな機能を利用。
（2018 年中予定）

未購入タイトルの試し読み
が可能。図書館へのリクエ
スト機能も無償提供。

SmartPLATONから
冊子と電子の横断検索、
選択収書が可能。

研究・学修・収書の新しいかたち

（近日リリース予定）

無料アプリでMy本棚作成、
マーカー、しおりなど
さまざまな機能を利用。

関期の宮廷社会がリアルに甦る！平安時代史研究に必備の記録

■現代語訳『小右記』【全16巻刊行予定】継続刊行中
合計同時アクセス１：￥55,440　同時アクセス３：￥83,160 

藤原実資著・倉本一宏編
摂関政治最盛期の「賢人右府」藤原実資。宮中の政務や儀式の様子を６０年以上にわたり詳細に綴った日記『小右記』が現代語訳
で初めて甦る。道長・一条天皇・紫式部らと関わりながら政務に携わる姿や、公卿への批判、我が子への愛情など、一個人として
の心情も垣間見え貴重。用語解説・系図・関連地図などを付載した、平安時代史研究に必備の記録。
Produc-
tID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版

刊行年
同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価） 収録期間

KP00008026 9784642018166 現代語訳　小右記　第１巻　三代の蔵人頭 藤原実資、倉本一宏【編】 201510 ¥9,240 ¥13,860 貞元２年（977）３月―永延２年（988）12月。
KP00011009 9784642018173 現代語訳　小右記　第２巻　道長政権の成立 藤原実資、倉本一宏【編】 201605 ¥9,240 ¥13,860 永祚元年（989）正月―長徳元年（995）10月。
KP00011052 9784642018180 現代語訳　小右記　第３巻　長徳の変 藤原実資、倉本一宏【編】 201610 ¥9,240 ¥13,860 長徳２年（996）正月―寛弘２年（1005）３月。
KP00011101 9784642018197 現代語訳　小右記　第４巻　敦成親王誕生 藤原実資、倉本一宏【編】 201704 ¥9,240 ¥13,860 寛弘２年（1005）４月―寛弘８年（1011）12月。
KP00012776 9784642018203 現代語訳　小右記　第５巻　紫式部との交流 藤原実資、倉本一宏【編】 201710 ¥9,240 ¥13,860 長和元年（1012）正月―長和２年（1013）６月。
KP00018637 9784642018210 現代語訳　小右記　第６巻　三条天皇の信任 藤原実資、倉本一宏【編】 201804 ¥9,900 ¥14,850 長和２年（1013）７月―長和３年（1014）12月。

■日本宗教史・戦争史・天皇論
　・その他

ProductID 底本 ISBN 書　　　　名 著　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00012774 9784642083263 日本文化史講義 大隅　和雄 201711 ¥7,920 ¥11,880 
KP00012758 9784642083218 天皇の即位儀礼と神仏 松本郁代 201708 ¥9,240 ¥13,860 
KP00012755 9784642034791 キリシタン信仰史の研究 五野井隆史 201707 ¥26,400 ¥39,600 
KP00012748 9784642083171 沖縄の戦争遺跡：〈記憶〉を未来につなげる 吉浜忍 201707 ¥7,920 ¥11,880 
KP00012795 9784642038690 戦争とトラウマ：不可視化された日本兵の戦争神経症 中村　江里 201801 ¥14,300 ¥21,450 
KP00012746 9784642038676 表象としての皇族：メディアにみる地域社会の皇室像 茂木謙之介 201706 ¥24,750 ¥37,125 
KP00019177 9784642083331 皇后四代の歴史：昭憲皇太后から美智子皇后まで 森暢平、河西秀哉【編】 201806 ¥7,260 ¥10,890 
KP00011099 9784642029360 中近世の生業と里湖の環境史 佐野静代 201703 ¥27,500 ¥41,250 
KP00011094 9784642083089 日朝関係史 関周一【編】 201702 ¥11,550 ¥17,325 



■日本近世・近代史

ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00011070 9784642083041 八代目市川團十郎：気高く咲いた江戸の花 木村　涼 201701 ¥9,240 ¥13,860 

KP00012782 9784642034814 如来教の成立・展開と史的基盤：江戸後期の社会と宗教 神田　秀雄 201712 ¥31,900 ¥47,850 

KP00019183 9784642034883 近世武家社会の奥向構造：江戸城・大名武家屋敷の女性と職制 福田千鶴 201806 ¥28,600 ¥42,900 

KP00017356 9784642034852 近世の摂家と朝幕関係 長坂良宏 201802 ¥23,100 ¥34,650 
KP00012779 9784642034807 近世日本政治史と朝廷 山口　和夫 201711 ¥27,500 ¥41,250 

KP00012751 9784642034784 近世史研究遺文 児玉幸多先生論集
刊行委員会　【編】 201707 ¥35,200 ¥52,800 

KP00011096 9784642034777 江戸鷹場制度の研究 山崎久登 201703 ¥23,100 ¥34,650 
KP00019179 9784642034876 絵図と徳川社会：岡山藩池田家文庫絵図をよむ 倉地克直 201806 ¥14,300 ¥21,450 
KP00018004 9784642083324 考える江戸の人々：自立する生き方をさぐる 柴田純【著】 201804 ¥8,250 ¥12,375 
KP00017358 9784642034869 十七世紀日本の秩序形成 木村直樹、牧原成征【編】 201803 ¥26,400 ¥39,600 

KP00019521 9784642083379 幕末維新のリアル：変革の時代を読み解く７章 上田純子、公益財団法
人僧月性顕彰会【編】 201808 ¥7,260 ¥10,890 

KP00011071 9784642038638 看護婦の歴史：寄り添う専門職の誕生 山下　麻衣 201701 ¥11,550 ¥17,325 
KP00012762 9784642083249 荷車と立ちん坊：近代都市東京の物流と労働 武田尚子 201709 ¥7,920 ¥11,880 

KP00017357 9784642083300 戊辰戦争の新視点・下：軍事・民衆 奈倉哲三、保谷徹、
箱石大【編】 201803 ¥7,260 ¥10,890 

KP00016561 9784642083294 戊辰戦争の新視点・上：世界・政治 奈倉哲三、保谷徹、
箱石大【編】 201802 ¥7,260 ¥10,890 

KP00011072 9784642093491 西南戦争の考古学的研究 高橋　信武 201701 ¥37,400 ¥56,100 
KP00011084 9784642034760 加賀藩の社会と政治 高澤裕一 201701 ¥37,400 ¥56,100 

ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00019178 9784642029469 日本中世国制史論 佐々木宗雄 201805 ¥31,900 ¥47,850 
KP00018638 9784642029452 中世の荘園経営と惣村 似鳥雄一 201804 ¥31,900 ¥47,850 
KP00017354 9784642029445 戦国期の村落と領主権力 銭静怡 201803 ¥24,750 ¥37,125 
KP00012792 9784642029438 室町期顕密寺院の研究 西尾　知己 201712 ¥31,900 ¥47,850 
KP00012793 9784642029407 日宋貿易と仏教文化 大塚　紀弘 201712 ¥31,900 ¥47,850 
KP00012789 9784642029421 日本中世社会と禅林文芸 芳澤　元 201712 ¥24,750 ¥37,125 
KP00012777 9784642029391 平家政権と荘園制 前田　英之 201711 ¥23,100 ¥34,650 
KP00012767 9784642083256 世界史のなかの天正遣欧使節 伊川　健二 201710 ¥9,240 ¥13,860 
KP00012770 9784642029384 伊達政宗と南奥の戦国時代 垣内　和孝 201710 ¥26,400 ¥39,600 
KP00012753 9784642029377 伊達政宗の研究〈新装版〉 小林清治 201706 ¥26,400 ¥39,600 

KP00011087 9784642029353 朝河貫一と日欧中世史研究 海老澤　衷、近藤成
一、甚野尚志【編著】201703 ¥26,400 ¥39,600 

KP00011086 9784642083140 対馬宗氏の中世史 荒木和憲 201702 ¥10,560 ¥15,840 
KP00011074 9784642029346 石田三成伝 中野　等 201701 ¥12,100 ¥18,150 
KP00011092 9784642083133 悪党召し捕りの中世：鎌倉幕府の治安維持 西田友広 201702 ¥9,240 ¥13,860 

KP00017363 9784642083317 将軍・執権・連署：鎌倉幕府権力を考える 日本史史料研究会
【編】 201803 ¥6,600 ¥9,900 

KP00019515 9784642029476 中世荘園村落の環境歴史学：東大寺領美濃国大井荘の研究 海老澤衷【編】 201807 ¥27,500 ¥41,250 

■日本中世史

■日本古代史
ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版

刊行年
同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00012794 9784642083287 古代国家の土地計画：条里プランを読み解く 金田　章裕 201801 ¥9,240 ¥13,860 
KP00012763 9784642017381 モノと技術の古代史： 陶芸編 小林正史【編】 201710 ¥18,700 ¥28,050 
KP00011085 9784642017374 モノと技術の古代史：金属編 村上恭通【編】 201702 ¥18,700 ¥28,050 
KP00019516 9784642046497 古代国府の成立と国郡制 大橋泰夫 201806 ¥27,500 ¥41,250 
KP00019176 9784642046473 日本古代木簡論 馬場基 201806 ¥27,500 ¥41,250 
KP00017360 9784642046459 史料・史跡と古代社会 佐藤信【編】 201803 ¥37,400 ¥56,100 
KP00017361 9784642046466 律令制と古代国家 佐藤信【編】 201803 ¥37,400 ¥56,100 
KP00017364 9784642085274 鷹狩と王朝文学 三保忠夫　 201803 ¥35,200 ¥52,800 
KP00017359 9784642046442 正倉院宝物と東大寺献物帳 米田雄介　 201803 ¥28,600 ¥42,900 
KP00017355 9784642046435 古代宮都と関連遺跡の研究 小澤毅　 201802 ¥26,400 ¥39,600 
KP00016560 9784642046428 平安時代の后と王権 東海林亜矢子 201802 ¥26,400 ¥39,600 
KP00012790 9784642046411 古代国家の地方支配と東北 今泉　隆雄 201801 ¥26,400 ¥39,600 
KP00012784 9784642046398 古代の天皇祭祀と神宮祭祀 藤森　馨 201712 ¥27,500 ¥41,250 
KP00012778 9784642046381 古代地方寺院の造営と景観 梶原　義実 201711 ¥26,400 ¥39,600 
KP00012761 9784642083232 古代豪族葛城氏と大古墳 小笠原好彦 201709 ¥7,260 ¥10,890 
KP00012769 9784642046374 日本古代中世の葬送と社会 島津　毅 201709 ¥24,750 ¥37,125 
KP00011102 9784642046367 日本古代の氏族と系譜伝承 鈴木正信 201705 ¥35,200 ¥52,800 
KP00011089 9784642046350 古代飛鳥の都市構造 相原嘉之 201702 ¥31,900 ¥47,850 
KP00012791 9784642046404 日本古代の政治と仏教：国家仏教論を超えて 佐藤　文子 201801 ¥31,900 ¥47,850 
KP00012754 9784642083188 牛車で行こう！：平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子 201707 ¥6,270 ¥9,405 
KP00019522 9784642083362 建物が語る日本の歴史 海野聡 201808 ¥7,920 ¥11,880 

■日本文化史・民俗学・景観史

■考古学

ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00017365 9784642082013 現代民俗学のフィールド 古家信平【編】 201803 ¥28,600 ¥42,900 
KP00019518 9784642082020 現代日本の葬送と墓制：イエ亡き時代の死者のゆくえ 鈴木岩弓、森謙二【編】 201807 ¥12,100 ¥18,150 
KP00011080 9784642083058 イルカと日本人：追い込み漁の歴史と民俗 中村羊一郎 201702 ¥7,920 ¥11,880 
KP00012787 9784642083270 花押・印章図典 瀬野　精一郎【監修】

吉川弘文館編集部【編】 201801 ¥10,890 ¥16,335 
KP00012796 9784642034821 武士神格化の研究（２冊セット）：研究篇、資料篇 高野　信治 201801 ¥46,200 ¥69,300 
KP00018005 9784642046480 景観史と歴史地理学 金田章裕【編】 201804 ¥31,900 ¥47,850 

ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00012783 9784642081535 古代朝鮮の国家体制と考古学 山本　孝文 201711 ¥28,600 ¥42,900 
KP00018636 9784642017398 モノと技術の古代史 木器編 宇野隆夫【編】 201805 ¥18,700 ¥28,050 
KP00018006 9784642093521 古墳時代の国家形成 下垣仁志 201804 ¥19,800 ¥29,700 

古墳～平安時代までの東国を概観する初めての本格通史

■『古代の東国』全３巻
合計同時アクセス１：￥27,720　同時アクセス３：\41,580

ProductID 底本 ISBN 書　　　名 著　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00011069 9784642068185 第１巻：　前方後円墳と東国社会：古墳時代 若狭　徹 201701 ¥9,240 ¥13,860 
KP00011077 9784642068192 第２巻：　坂東の成立：飛鳥・奈良時代 川尻秋生 201702 ¥9,240 ¥13,860 
KP00012750 9784642068208 第３巻：　覚醒する〈関東〉：平安時代 荒井秀規 201706 ¥9,240 ¥13,860 


