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底本刊行

年月
フォーマット
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アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

ISBN

日本語学大辞典 KP00027319 東京堂出版 201810 PDF ¥93,500 ¥140,250 ¥187,000

日本語学会【編】 9784490109009

「言いたいこと」から引ける

慣用句・ことわざ・四字熟語辞典
KP00027314 東京堂出版 201210 PDF ¥9,240 ¥11,088 ¥13,860

西谷裕子【編】 9784490108231

「言いたいこと」から引ける

敬語辞典
KP00031607 東京堂出版 201910 PDF ¥5,940 ¥7,128 ¥8,910

西谷裕子【編】 9784490109122

「言いたいこと」から引ける

大和ことば辞典
KP00027315 東京堂出版 201708 PDF ¥7,260 ¥8,712 ¥10,890

西谷裕子【編】 9784490108934

類語分類 感覚表現辞典 KP00045066 東京堂出版 202006 PDF ¥11,880 ¥14,256 ¥17,820

中村明 9784490109191

罵詈雑言辞典　新装版 KP00053805 東京堂出版 201706 PDF ¥5,940 ¥7,128 ¥8,910

奥山益朗【編】 9784490108927

分類 たとえことば表現辞典 KP00045064 東京堂出版 201407 PDF ¥9,240 ¥11,088 ¥13,860

中村明 9784490108484

おいしさの表現辞典　新装版 KP00031609 東京堂出版 201612 PDF ¥7,260 ¥8,712 ¥10,890

川端晶子　淵上匠子【編】 9784490108842

日本語　描写の辞典 KP00031603 東京堂出版 201601 PDF ¥7,260 ¥8,712 ¥10,890

中村明 9784490108736

音の表現辞典 KP00031605 東京堂出版 201706 PDF ¥8,250 ¥9,900 ¥12,375

中村明 9784490108910

和食ことわざ事典 KP00045065 東京堂出版 201408 PDF ¥9,240 ¥11,088 ¥13,860

永山久夫 9784490108507

NO 書影

内容紹介
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耳に聞こえる物理的な現象としての「音」のほか、聞こえるように感じる心理的なイメージをも含め、近現代の文学作品から

取り上げた日本語表現を、人の発する「音声」、ニュアンスを含む「口調」、人や動物や物体が発する音の「音響」に分けて、

各章でテーマごとに優れた用例を示して解説。文章表現に役立つ豊富な用例から作家たちはどのように微妙な「音」のニュア

ンスを表現してきたのか、その発想が分かる辞典。

日本語学会が総力を挙げ、『国語学大辞典』（1980年刊）を全面改訂。中項目主義をさらに徹底し、一項目に必要か

つ十分な記述を盛り込み、最先端の日本語学と関連諸領域の研究成果を世に広める最新、最高水準の大辞典。400名

余りの執筆陣を擁し、厳選された約800項目を収録。豊富な参考文献を項目末尾に示し、本書活用の利便性を高める

「分類項目一覧」「日本語年表」「平仮名字体表」「日英用語対照表」「索引」を収録。

文章作成、スピーチ、手紙に役立つ、最も相応しい慣用句・ことわざ・四字熟語を意味・内容から逆引きできる辞典。語義・

用例、漢字の異表記や正誤、故事来歴、語源等も豊富に掲載し、表現の幅が広がる一冊。感情・心の動き、人となり、容

姿・身なり、人とのかかわり、能力、行為・行動、態度、人生、社会・世の中・暮らし、文化・学問・宗教、自然、状況・状

態・程度の12分類配列。

「食べる」「聞く」「来る」など、ふだん使いの言葉から引けて、尊敬・謙譲・丁重・丁寧・美化・改まりの各種敬語表現とＮＧ

例を掲載。「ご担当される」「お試しできます」「お持ち帰りしていただけます」など、つい言い間違えてしまうＮＧ例と、誤用回

避のために覚えておくべきポイントを示し、より分かりやすい辞典になることを目指した。国語辞典には掲載されていない、「お

～」や「ご～」の実例と誤用例も豊富に採録。

日本古来のことばを知り「使いこなす」ために、言いたい内容・使う場面から探せるように分類配列。意味、用例、補足解

説、漢語の置換えを紹介。簡潔だがやや難しい印象の漢語ではなく、柔らかく美しい大和言葉約1800語。索引付き（見

出し語・見出し語内の言葉・補足内の言葉）。こころ・表情、思考・論理、状態・感覚、人となり、姿かたち、老若男女、能

力、人生、行動・態度、状態・程度、とき、ところなど15分類配列。

書名

ことば

「感覚」を五感や状態等で12系統（「光影」「色彩」「動き」「状態」「音声」「音響」「嗅覚」「味覚」「触覚」「痛痒」「湿度」

「温度」）に分類。類語表現辞典的に熟語や慣用表現を分け、語釈と、文学作品から多数の優れた類例を紹介した。表

現のワンポイント解説も掲載し、作家がどう表現し、言葉を使い分けたか、分類でより明確にしている。最適な表現が見つか

る、文章表現の上達に欠かせない辞典。

「よい言葉」があれば「悪い言葉」もある。名詞・動詞・形容詞・成句のうち、罵語を集めた辞典。「阿呆」「田舎っぺ」「ぐうた

ら」「へっぽこ」「罰当たり」など、人あるいは事柄をののしり、あざけり、いやしめ、そしることば1,270語を収録。そのニュアンスを

詳細に解説し、使用例や、江戸から平成の文学作品からの用例を紹介。ことばの文化のひとつでありながら情報が乏しい「け

なし言葉」を収集・解説した稀有な辞典。

「目」を例にすると、利く、つぶれる、…がない、回る、殺す、余る、疑う、奪われる、落とす、掛ける、背けるなど60ものたとえこ

とばがある。このような比喩表現約5000語をジャンル（気象・天文、水、動物、人体、宗教・神話など）で分類配列し、意

味、表現のしくみを解説。「目」「風」「馬」といった、たとえによく使われる語のニュアンスを浮き彫りにすることで、読者は表現力

の幅がますます広がっていく。

「おいしい!!」はどう表現されてきたのか、文学作品や新聞から3000例を収録。「甘い」「酸っぱい」「苦い」など基本表現か

ら、「すっきり」「まろやか」「キレのいい」など感覚表現まで幅広く掲載。穀類、野菜、魚介、肉、卵、調味料などで章分けし、

白飯、いも、青菜、砂糖、香辛料など食べ物、料理別に配列。食とおいしさにまつわる多数のコラムも掲載。調味料学・栄

養学・官能評価・食物学などの専門家が編纂。

日本の近現代文学の作品から名描写と思われる一節を抜粋、そのエッセンスを文例として掲げ、それぞれの文章における注

目すべき表現上のポイントを指摘した辞典。「もの・こと（自然描写）」「ひと（人物描写）」「こころ（心理描写）」の三つ

に分類し、「空」「山」「海」「表情」「眼」「喜」「怒」「驚］などのトピックで整理した。名作の名文とそのポイント解説を読むこと

で、読者の文章表現を磨くヒント集。

日本には、健康の維持、病気の予防・治療に効果のある食べ方や食材の選択法を端的に表した数多くのことわざや言い回

しがあり、和食のおいしさや健康長寿の秘訣が含まれている。このような歴史的なことわざと、筆者が長年にわたり全国を取

材して集めた地元ならではの知恵も交え、食材ごとに分類・整理した。巻末に五十音順索引を付す。
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類語活用辞典　新装版 KP00050812 東京堂出版 202004 PDF ¥10,560 ¥12,672 ¥15,840

磯貝英夫　室山敏昭【編】 9784490109160

日本語の類義表現辞典 近日配信予定 東京堂出版 200609 PDF ¥9,240 ¥11,088 ¥13,860

森田良行 9784490106978

反対語対照語辞典　新装版 KP00053804 東京堂出版 201506 PDF ¥6,600 ¥7,920 ¥9,900

北原保雄　東郷吉男【編】 9784490108668

勘違い慣用表現の辞典 KP00031608 東京堂出版 201602 PDF ¥5,280 ¥6,336 ¥7,920

西谷裕子【編】 9784490108743

文章表現のための　辞典活用法 KP00031604 東京堂出版 201802 PDF ¥5,940 ¥7,128 ¥8,910

中村明 9784490209839

文章を彩る 表現技法の辞典 KP00031606 東京堂出版 202002 PDF ¥8,250 ¥9,900 ¥12,375

中村明 9784490109146

平成の新語・流行語辞典 KP00027318 東京堂出版 201907 PDF ¥16,830 ¥20,196 ¥25,245

米川明彦 9784490109108

日本俗語大辞典　新装版 KP00045063 東京堂出版 202005 PDF ¥17,050 ¥20,460 ¥25,575

米川明彦【編】 9784490109177

集団語辞典 KP00053981 東京堂出版 200002 PDF ¥16,830 ¥20,196 ¥25,245

米川明彦【編】 9784490105384

江戸語辞典　新装普及版 KP00053982 東京堂出版 201409 PDF ¥16,720 ¥20,064 ¥25,080

大久保忠国　木下和子【編】 9784490108514

漢字語源語義辞典 KP00027316 東京堂出版 201409 PDF ¥33,000 ¥39,600 ¥49,500

加納喜光 9784490108521
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令和という新たな時代を迎え、平成の31年間をことばで振り返る辞典。時代の雰囲気が見えることば新語・流行語約

1400語について、意味、用法、用例だけでなく、時代背景、世相なども盛り込みつつ、初出や造語者なども紹介する。既に

死語となったもの、背景が思い出せない語、定着・発展したことばなど詳しく解説。
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22
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「美しい」と「きれい」、「時間」と「時刻」、「休息」「息抜き」「休憩」など、類義語の豊かな言語と言われる日本語。本書は似

ていることば約6700語を収録し、微妙なニュアンスの違いやイメージ、使い分けなどについて、意味の「重なり」と「ずれ」を重

点的に解説。類語グループ見出しの50音順で配列し、見出し語・類語・解説中の関連語の索引を付した。日常の表現活

動における言葉の使い分けや、日本語教育の現場でも必携の辞典。

ふだん何気なく使っていても、いざ「どこがどう違うの？」と聞かれるとなかなか説明できない類義表現の微妙な意味と用法の

違いを、その発想の根本にまでさかのぼって分析。ちょっとした言い方の違いが微妙な意味の違いを招いている類義表現の相

違点や使い分けを丁寧に解説。

反対語・対照語を、語釈や用例とともに約13,000語収録。「私的」と「公的」などのほか、「ひらく」など多義的な意味を持つ

語には「（戸が）しまる」「（差が）ちぢまる・つまる」「（目を）とじる・つぶる」などそれぞれの意味に対応する語を広く掲げ

た。可能な限り言い換え語もあげ、類義語辞典としても活用できる。学校教育やビジネスに便利な定番ロングセラー。複雑

な反対語の対応も一目でわかる、表現が豊かになる便利な辞典。

読みや意味を、いつのまにか勘違いして覚え、何気なく使ってしまいがちな慣用句。たとえば、「金（かね）の草鞋」「間髪

（かんはつ）を入れず」と読むのであり、「きんの草鞋」「「かんぱつを入れず」は誤り。慣用表現として使われている言葉の言

い間違いや勘違いを多数収録するとともに、言葉の成り立ちなども解説。慣用句の正しい書き方・読み方・使い方が身につく

１冊。

スピーチや講演などの口頭表現、手紙やレポート、論説などの文章表現において、伝達内容をゆたかにし表現力を高めるた

めに役に立つ辞典類を紹介する。文章表現の第一人者といえる著者がこれまでにどのような辞典類を実際に役立ててきた

か、またどんな思いを込めて辞典を編纂してきたのかを語りながら、文章を書く際に活用すべき、国語・漢和辞典、百科、地

名、色彩、文学、文法、外来語、反対語、類語などの各種辞典を取り上げる。

ゆたかな表現の文章をつくりたい！　あの人にこの思いを伝えたい！　より面白い文章にするために、修辞法・レトリック（比

喩、擬人法、倒置法など）を活用して、読み手に好印象を与える文章を書くためのテクニックを解説する。文学作品から選

りすぐった実例をもとに、最適な表現の方法と効果的な文章技法を具体的に紹介していく。

明治から平成の俗語と用例を集めた辞典。「がめる」「だべる」「どアップ」など、日常会話では馴染みがあっても国語辞典など

にはあまり掲載されていないことばを、体系的・総合的に解説した。卑語・隠語・流行語・差別語・業界用語・若者語などの

俗語6300語、1000点を超える多様な資料から用例12,000あまりを収録している。

特定の社会集団・専門分野に特有あるいは特徴的な言葉（＝集団語）を収録した初の隠語・業界用語辞典。官庁・国

会・警察から暴力団・刑務所まで各種集団・組織、また新聞・テレビ・銀行・証券・病院・アパレル・野球・演劇・鉄道・旅

行・飲食など各種業界や趣味集団の用語まで、160集団から7,300語を見出し語として採録し、400余の文献から

8,500の用例を掲げ50音順に収録。巻末に「集団語概説」、「隠語辞典一覧」、「意味別分類」を付す。

約13,000語を収録した「江戸ことば百科」。江戸の日常語を中心に、名物・地名・有名店などの固有名詞、祭祀・慶弔・

飲食・劇場・遊郭・商売・音曲などの風俗関係語まで、当時使われていたことば・関連語を50音順に収録。言葉の解説とと

もに豊富な用例を掲げており、微妙なニュアンスも理解でき、江戸の暮らしが感じられる。巻末付録に「江戸人の一生」「江

戸時代の年号一覧」「江戸の年中行事」「方位・時刻」「吉原の略図」を付す。

日常生活で知っておきたい漢字、「常用漢字＋人名用漢字」約3000字の由来について徹底追究。他の辞典にはないイ

メージで漢字を完全理解するためのメソッドで、漢字が本来持つ音から、語源（由来）や語義（意味）を解く。中国古典

での初出例も豊富。先学諸説を比較検討しながら、漢字の本義をあますところなく伝える。部首、音訓、画数検索はもとよ

り、英語でも引ける至便な索引付載。
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数の漢字の起源辞典 KP00027317 東京堂出版 201607 PDF ¥33,000 ¥39,600 ¥49,500

加納喜光 9784490108767

現代副詞用法辞典　新装版 KP00050809 東京堂出版 201805 PDF ¥16,720 ¥20,064 ¥25,080

飛田良文　浅田秀子 9784490109016

現代形容詞用法辞典　新装版 KP00050810 東京堂出版 201806 PDF ¥16,720 ¥20,064 ¥25,080

飛田良文　浅田秀子 9784490109023

現代擬音語擬態語用法辞典

新装版
KP00050811 東京堂出版 201806 PDF ¥16,720 ¥20,064 ¥25,080

飛田良文　浅田秀子 9784490109030

現代感動詞用法辞典 KP00027313 東京堂出版 201701 PDF ¥15,510 ¥18,612 ¥23,265

浅田秀子 9784490108880

助詞・助動詞の辞典 近日配信予定 東京堂出版 200709 PDF ¥9,240 ¥11,088 ¥13,860

森田良行 9784490107272

動詞・形容詞・副詞の事典 近日配信予定 東京堂出版 200810 PDF ¥9,240 ¥11,088 ¥13,860

森田良行 9784490107449

江戸時代　全大名家事典 KP00051763 東京堂出版 200801 PDF ¥26,400 ¥31,680 ¥39,600

工藤寛正【編】 9784490107258

徳川・松平一族の事典 KP00051764 東京堂出版 200908 PDF ¥20,900 ¥25,080 ¥31,350

工藤寛正【編】 9784490107647

完全版 おくのほそ道探訪事典 KP00051765 東京堂出版 201107 PDF ¥17,490 ¥20,988 ¥26,235

工藤寛正 9784490108002

江戸の風俗事典 KP00032488 東京堂出版 201611 PDF ¥10,560 ¥12,672 ¥15,840

石井明 9784490108828

33 江戸が都市としてどのように整備され発展していったか、居住する江戸の人々の暮らしや、社会の風俗がどのようなものであっ

たかを、風俗資料や随筆・落語などを引用・紹介して、「武家の社会」「町方の自治」「江戸っ子の暮らし」「諸職商売往来」

「遊里と芸能」など9章35のテーマを設定し、228項目で解説する。

32 芭蕉の「おくのほそ道」の全行程を、曾良の「随行日記」ほかと校合しつつ詳細に検証・紹介。142日600里(約

2,400km)の旅程を、寄泊地などで6路94項に分け、それぞれの地の歴史、発句、句会、今に残る史跡の由来や句碑の

解説を、600点余の写真と地図を交えて詳解する。項ごとに「おくのほそ道」「随行日記」の原文と現代訳を配した。元禄２

年の旅の中に東日本の原風景と歴史が甦る、鑑賞本とは一味異なる総合事典。巻末に発句索引を付した。

31 徳川将軍家と祖先の松平氏8代、御三家、御三卿、松平庶流18家と、その分家・又分家を含めた全71家（絶家を含

む）を網羅。徳川・松平の一門71家632人の歴代当主ごとに、生没年月日、藩主相続年月、事蹟、入転封、家族関係

などを詳細に解説した、他に類のない事典。多くの系図を使用し、その血族関係も一目瞭然に解る。600点余の関連遺

跡・墓碑の写真も掲載し、その所在も明記した。巻末に徳川一門・松平諸家当主索引を付す。

27

30

28

29

24

25

26

23

「ちょこん」「どきどき」「しーん」「ざーざー」など、音や様子・心情を豊かに表現する擬音語擬態語（オノマトペ）。「へとへと」「く

たくた」、「ぽつぽつ」「ぽつり」など、日本語には様子を細やかに表すことばが豊富にある。本書では1064語を収録し、それぞ

れの意味や用法、イメージ、似ている表現との使い分けなどを豊富な用例をあげ丁寧に解説。ニュアンスの違いがわかりやす

い。日本語教育の現場でも重宝されてきたロングセラー。

現代日本語における「感動詞」をとりあげ、感動（おや・まあ）呼びかけ（おい・もし）応答（はい・うん）誘いかけ（さあ）

掛け声（それ・よいしょ）間投詞（えー・あのー）など、310語を収録する。感動詞の意味は、その音調と密接に結びついて

おり、その音調の違いによって似たような音声の感動詞の意味を分別している。本書は、感動詞の意味を弁別し、表記から

元の音声を再現できる新しい音調表記法「三線譜」を採用し、解説。

一般の国語辞典ではわからない、助詞と助動詞の発想や全体を通しての意味、類義の語との使い分け、意味と文法との関

連や文型について詳細に解説。助詞・助動詞の性格と日本語全体のなかに占める役割・位置を明らかにする。

動詞・形容詞・副詞の意味上の特質や語義が文法とどうかかわっているのか、日本語の運用に見られる語彙・意味・文法上

の特質を探るという観点から動詞・形容詞・副詞の特記事項を見出し語として立て、具体例を紹介しつつ詳しく解説。

関ヶ原の役後に存在し、徳川幕府260余年間を生きた江戸大名434家(廃絶大名家も含む)、全藩主3489名を網羅し

た初めての事典。発祥地、藩の由来、成立、藩政運営など、各大名家の歴史を概括的にまとめて略系図を付し、転封の

情況は一目瞭然となるようにした。藩主3489名については、生没年月日、父母、側室、享年、藩主相続年月、実績、入

転封の年月をはじめとして人間像まで、一人一人のデータを詳細に解説した。

歴史

「数の漢字」とは「一」「二」「三」…「百」「千」「万」だけではない。「加」「減」「乗」「除」「正」「負」「率」等のような助数、単

位、順位、時間など「数」にまつわる漢字それぞれの字源・語源を、古来の中国、日本の字源説を交えながら、詳説してい

く。数え方の概念が変わり、広がるユニークな切り口による解説。

「せっかく」「すこし」「かならず」など、状態や様子・程度を表す副詞。「けっこう」「かなり」、「そうとう」「だいぶ」「ずいぶん」などの

ように使い分けに苦労するものも多い。本書は副詞1041語を収録し、豊富な用例をあげ、その語が表す様子、イメージ、

使い方、類義語との違いを詳細に解説。ニュアンスの差よる使い分けがわかり、ことばの使い方を高めるのに役立つ辞典。国

語教育・日本語教育でも活用されてきたロングセラー。

「たのしい」「かわいい」「あやしい」「せつない」など、状態や気持ちの感じ方を伝える形容詞。本書では1010語収録し、国語

辞典では説明しきれない意味・用法・イメージ・類義語との相違などを、豊富な用例とともに詳しく解説した。日本文化独特

の感覚を表すことばも多い形容詞の客観的な記述を試みた本書は、日本語研究のみならず日本語教育の現場でも支持さ

れてきた。日常の言語活動において表現力を高めるのにも役立つ一冊。
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村役人のお仕事 KP00032482 東京堂出版 201812 PDF ¥7,260 ¥8,712 ¥10,890

山﨑善弘 9784490209976

近世日本とルソン KP00033018 東京堂出版 201203 PDF ¥18,700 ¥22,440 ¥28,050

清水有子 9784490207668

徳川日本の個性を考える KP00032483 東京堂出版 201805 PDF ¥14,850 ¥17,820 ¥22,275

ピーター・ノスコ【著】　大野ロベルト

【訳】
9784490209877

実は科学的!?

江戸時代の生活百景
KP00032481 東京堂出版 201809 PDF ¥5,940 ¥7,128 ¥8,910

西田知己 9784490209914

戦国大名家辞典 KP00006007 東京堂出版 201312 PDF ¥17,050 ¥20,460 ¥25,575

森岡浩 9784490108422

戦国古文書用語辞典 KP00032489 東京堂出版 201908 PDF ¥16,830 ¥20,196 ¥25,245

小和田哲男【監修】

鈴木正人【編】
9784490109115

戦国時代年表　後北条氏編 KP00051762 東京堂出版 201007 PDF ¥33,000 ¥39,600 ¥49,500

下山治久【編】 9784490207033

戦国時代の表と裏 KP00032480 東京堂出版 201808 PDF ¥6,600 ¥7,920 ¥9,900

渡邊大門 9784490209907

乱世の天皇 KP00051768 東京堂出版 202008 PDF ¥8,250 ¥9,900 ¥12,375

秦野裕介 9784490210354

『鎌倉遺文』の研究 KP00027312 東京堂出版 201104 PDF ¥19,800 ¥23,760 ¥29,700

瀬野精一郎 9784490207323

齋藤孝の 一気読み！

日本近現代史
KP00032485 東京堂出版 201709 PDF ¥5,280 ¥6,336 ¥7,920

齋藤孝 9784490209723

43
中世史研究に不可欠な鎌倉遺文について数々の貴重な提言や問題提起を行い、今後の研究の視点、課題などを示す。

『鎌倉遺文』の補完に心血を注いできた著者の鎌倉遺文研究の集大成。

44 黒船来航から明治維新、戦争の時代、そして戦後の高度経済成長からバブル崩壊、そして現在までの150年間を扱う。一

気に読めるよう、語り下ろし口調とし、特に大切な箇所は太字にして目立たせた。章ごとに年表、まとめを入れて、理解の手

助けとしている。また、豊富な脚注と、充実した索引で、より理解が深まる構成となっている。

41 戦国武将たちは毎日合戦に明け暮れていたわけではない。領内の統治を行ったり、経済活動を推進したり、土木工事を積

極的に行ったりするなど彼らにも日常生活があり、趣味や娯楽にも興じていた。あまり表に出ないテーマを中心に据え、少し脇

道に逸れた戦国史を描くことで、戦国時代とはどのような時代だったのかをさらに詳しく知ることができる。

42
室町時代の天皇家と足利将軍家との関係を分析しながら、特に後花園天皇に焦点を当てて応仁の乱へと至る過程を辿

る。さらに、著名な将軍足利義教や足利義政との関係にも触れ、「戦う天皇」たる後花園の波乱万丈の生涯を描く。

39 古文書が読めても、その用語の意味がわからなければ正確な理解はできない。『日本国語大辞典』や『日葡辞書』にも出て

いないような用語を含め、50音順に１万語以上を採録した。用語の「意味」はもとより、「どの文書」にどのように使われている

かの「用例」を掲載している。天皇・公家・僧侶・富豪・武将などと多岐にわたる書き手の古文書を読む際には必ず役に立つ

辞典である。

40 戦国期の約100年間、五代にわたって関東に君臨した戦国大名である後北条氏について、膨大な文書から、その詳細をた

どった年表。文明３年（1471年）から、徳川家康が江戸城に入った年の天正18年（1590年）までの120年間を収録

した。合戦・軍装・城の普請・知行・婚姻・相続・訴訟・徴税・自然災害など多岐にわたる事象を精確に記述し、巻末にも

詳細な人名索引を付した、戦国時代研究に必須の書。

37 電気はないが扇風機やお茶を運ぶからくり人形があり、磁力で地震を予知する地震計もあった。さらには、トラックもクレーンも

使わずに巨大な建物や構造物を造ってしまった。化学・物理・地学・生物・医学・天文学・建築・土木などの、いわゆる「理

科的なもの」に焦点を当てて、実はとても科学的だった江戸時代の人々の生活ぶりを、多数の図版とわかりやすい解説で紹

介する。

38
群雄割拠の戦国時代、全国各地で勢力を争った2025家の戦国大名家を収録。大大名から、地域の領主まで、出自・来

歴・居城・戦国時代以後までを掲載。主要な大名家には詳細な系図を付す。

35
東アジアのスペインの活動に視点をあて、植民地下のルソン島との対日関係等を未公開の資料とともに検討し、スペインが鎖

国に及ぼした影響やその基礎的事実を明らかにして鎖国の形成と成立を論考。

36 江戸時代は武士が権勢を誇り、農民や商人が抑圧されていたとされるが、実は当時から個人間の差異を認め、これを尊重

する高度な個性が存在していた。身分にかかわらず、多くの人が様々な方法で自己の向上を図ることができ、活発な社会の

原動力となっていたのである。このことが、19世紀後半に日本は素早く近代化することができたことへと繋がるという視座を本

書は提供する。

34 なぜ江戸時代は260年余も続いたのか？　全国には6万を超える村があったが、各村には名主や庄屋と呼ばれる村役人が

存在しており、彼らこそが幕藩体制を支える核であった。上野国、武蔵国、播磨国などの村役人たちの仕事を詳細に取り上

げ、彼らが日々行う実務によって、江戸時代の社会全体が機能的に動き、安定した経済が成り立ったことを解く。
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私の天皇論 KP00032479 東京堂出版 202003 PDF ¥11,880 ¥14,256 ¥17,820

小路田泰直　田中希生【編】 9784490210279

明治維新とは何か？ KP00032484 東京堂出版 201812 PDF ¥9,240 ¥11,088 ¥13,860

小路田泰直　田中希生【編】 9784490210002

核の世紀 KP00032068 東京堂出版 201603 PDF ¥16,610 ¥19,932 ¥24,915

小路田泰直　岡田知弘　住友陽文

田中希生【編】
9784490209365

古記録による

11世紀の天候記録
KP00006001 東京堂出版 201406 PDF ¥77,000 ¥92,400 ¥115,500

水越允治【編】 9784490208641

古記録による

12世紀の天候記録
KP00006002 東京堂出版 201205 PDF ¥77,000 ¥92,400 ¥115,500

水越允治【編】 9784490207859

古記録による

13世紀の天候記録
KP00006003 東京堂出版 201005 PDF ¥77,000 ¥92,400 ¥115,500

水越允治【編】 9784490207002

古記録による

14世紀の天候記録
KP00006004 東京堂出版 200801 PDF ¥66,000 ¥79,200 ¥99,000

水越允治【編】 9784490206258

古記録による

15世紀の天候記録
KP00006005 東京堂出版 200605 PDF ¥83,600 ¥100,320 ¥125,400

水越允治【編】 9784490205800

古記録による

16世紀の天候記録
KP00006006 東京堂出版 200403 PDF ¥77,000 ¥92,400 ¥115,500

水越允治【編】 9784490205169

全国名字大辞典 KP00006008 東京堂出版 201109 PDF ¥15,675 ¥18,810 ¥23,512

森岡浩 9784490108088

日本家系・系図大事典 KP00051767 東京堂出版 200807 PDF ¥26,400 ¥31,680 ¥39,600

奥富敬之 9784490107364

55 明治以前の日本史上の主要な家系について、古代の氏族に遡って選定・立項し、発祥および歴史的変遷など、その家系と

系図とに可能な限り迫った大事典。姓氏・名字で1318の見出しを立て、約4500の家系に言及。精査した2280の系図を

併せ掲げた著者渾身の大著。氏姓の読みの50音順に配列し、各項目では、その家系の由緒や発祥地、係累関係、歴代

当主の事績などに言及した。文献史学と系譜学との融合調和が結実した、家系研究に必須の1冊。

53 本書は、古記録に残された日々の天気記事を収集し、日付に従って表に整理しまとめたものである。天気記事以外にも、

季節に関連することがら（生物季節・生活季節・大気圏以外の自然現象など）も、編者の気付いた範囲で示した。表は、

西暦1501年1月1日～1600年12月31日の間について、年次を追って１ヵ月ごとにまとめて配列してある。

54
約7000の名字を収録し、それぞれの名字の由来や発祥地、分布などがわかるように解説。それぞれの名字に、全国・県単

位のランキングも記載。日本人の人口比、約90％の名字を収録。

51
｢實躬卿記｣｢冬平公記｣｢園太暦｣などおよそ195種の古記録から，14世紀100年間の天気を拾い出し，月ごとにまとめ

たもの。14世紀の政情不安な時代の近畿地方の天気を知る貴重な史料。

52 本書は、古記録に残された日々の天気記事を収集し、日付に従って表に整理しまとめたものである。天気記事以外にも、

季節に関連することがら（生物季節・生活季節・大気圏以外の自然現象など）も、編者の気付いた範囲で、一段小さい

文字により示した。

49
1101年1月1日（康和2年11月23日）から1200年12月31日（正治2年11月17日）まで、100年間の日々の天

気記事を　西暦日付に従って1ヶ月毎に一覧表にまとめた、12世紀の初の天候記録。

50
正治２年から正安２年までの100年間、藤原定家の『明月記』などの古記録に残された日々の天候記事（京都、奈良

近辺を中心とする）を収録。

47 日本の核・原子力・原発をめぐる政治史的・社会史的・思想史的に歴史学の領域からはじめて真正面にとりくんだ１冊。日

本の原子力開発史の詳細な分析を通じて、戦後政治史の抜本的な再検討をおこなう。第一部　二〇世紀と核、第二部

戦後日本と核、第三部　地域と原発

48 天候記録シリーズの最新刊。『源氏物語』が書かれ、貴族文化の華やかな時代の気象現象を復元。100年間の日々の天

候記事を西暦の日付に従って、1ヶ月毎に、天候・天体記事や旱魃・洪水・地震などの自然災害が一覧表に。 史実検証に

有益な1冊。  1001年1月1日（長保2年11月28日）～1100年12月31日（康和2年11月22日）まで月ごとに収録

45 2019年の天皇代替わりは、崩御によるものではなく譲位によるものであり、これは江戸時代の光格天皇以来200年ぶりの

ことであった。このこともあって天皇の歴史的意義について関心が高まっているが、本書は古代・中世・近代、あるいは通時代

的な視点から、天皇ならびに天皇制について、幅広い世代の研究者たちの論考を集成したものである。

46 尊王攘夷運動の爆発的エネルギーと、王政復古のクーデターなしには、日本の近代化はあり得なかった。日本史上、最大の

革命ともいわれる明治維新について、第一線の研究者たちが当時の史料を改めて読み込み、国内での動きだけでなく、当

時の世界経済との関係や、維新後に中国の近代化に与えた影響など、さらに幅広い視点からの評価を加えるものである。
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日本名門・名家大辞典 KP00006009 東京堂出版 201209 PDF ¥23,375 ¥28,050 ¥35,062

森岡浩 9784490108217

駅名・地名　不一致の事典 KP00032486 東京堂出版 201608 PDF ¥6,600 ¥7,920 ¥9,900

浅井建爾 9784490108804

日本全国 境界未定地の事典 KP00032487 東京堂出版 201902 PDF ¥8,250 ¥9,900 ¥12,375

浅井建爾 9784490109061

格差と分断のアメリカ KP00033496 東京堂出版 202002 PDF ¥7,920 ¥9,504 ¥11,880

西山隆行 9784490210262

ドナルド・トランプ　黒の説得術 KP00033013 東京堂出版 201610 PDF ¥4,620 ¥5,544 ¥6,930

浅川芳裕 9784490209525

「帝国」ロシアの地政学 KP00033015 東京堂出版 201906 PDF ¥7,920 ¥9,504 ¥11,880

小泉悠 9784490210132

プーチンの国家戦略 KP00033014 東京堂出版 201610 PDF ¥7,260 ¥8,712 ¥10,890

小泉悠 9784490209501

新版　インドを知る事典 KP00033016 東京堂出版 201608 PDF ¥9,570 ¥11,484 ¥14,355

山下博司　岡光信子 9784490108798

ゲラーさん、ニッポンに物申す KP00033580 東京堂出版 201812 PDF ¥5,280 ¥6,336 ¥7,920

ロバート・ゲラー 9784490209952

世界の祝祭日の事典 KP00033497 東京堂出版 201605 PDF ¥8,580 ¥10,296 ¥12,870

中野展子 9784490108774

宝塚歌劇 明日海りお論 KP00035043 東京堂出版 201912 PDF ¥5,610 ¥6,732 ¥8,415

松島奈巳 9784490210248

61 ロシアの対外政策を、独特の主権観を分析しながら読み解く。今やロシアの勢力圏は旧ソ連諸国だけでなく中東、東アジ

ア、そして北極圏へと張り巡らされているが、その狙いは何か。蜜月を迎える中露関係をどう読むか。ウクライナ、ジョージア、バ

ルト三国など旧ソ連諸国との戦略的関係は。中東政策にみるロシアの野望とは。ロシアの秩序観を知り、国際社会の新たな

構図を理解するのに最適の書である。第41回サントリー学芸賞受賞作品。

65 国ごとに、歴史や社会を担った記念日・祝祭日が制定されている。日本以外の世界の記念日・祝祭日について、①記念日

に関する話題、②月ごとの世界の記念日、③国ごとの記念日・祝祭日一覧、の三部で構成した。異文化理解に大いに役

立つ一冊である。また、ビジネスや国際交流の際にも使い道のある事典である。

66 花組トップスター明日海りおは、2019年11月24日の最終公演をもって宝塚歌劇を退団引退した。5年半という長きにわた

りトップに在任した明日海りおの魅力とはいったい何だったのか。89期の仲間たちと歩んできた時代（宝塚音楽学校入学前

から宝塚歌劇団退団まで）を振り返りながら、トップスターの魅力を徹底分析する。

宝塚

59 アメリカ大統領の権限・政治のしくみ・社会・制度・宗教・移民・差別・自由と暴力（銃の問題）・メディアなど、時事的な

テーマからこの国を丁寧に読み解いていく。そこから見えてくるアメリカの抱える根深い問題や大国の「論理」などが自ずと浮か

び上がってくる。アメリカという国を知り、そこで起こっていることを理解するうえでは絶好の書である。

60 クリントン候補が有利といわれた選挙に勝ち、アメリカ大統領となったドナルド・トランプ。政治経験なし、失言の数々、相次ぐ

スキャンダルにもかかわらず多くの支持を集めたその理由は？　長きにわたりトランプを追い続け、早くから「トランプが大統領に

なる」と確信をもって主張していた著者による、トランプ分析本である。「危険な心理テクニック」で人の心をわしづかみにした驚

くべき「勝利の方程式」を紹介する。

57 「品川駅」は品川区内ではなく港区内に、「厚木駅」は厚木市内ではなく海老名市内にある。本来、駅名は設置された場

所にある地名を採用するのだが、市町村合併によって地名が変わってしまったり、遠くにある目標物を駅名にしたり、境界にあ

るため両方の地名から1字ずつ採用して駅名としたものなど、様々な理由で駅所在地の地名となっていない駅名を、その理

由とともに解説する。

58 日本には、二つ以上の自治体の接する境界が決定されていない「境界未定地」「所属未定地」が100近くある。その距離は

数百メートルから、数キロにわたるものもある。明治以来、双方の自治体で話し合いが行われたものの、現在も境界を定める

ことができないままの「境界未定地」や、湖や埋立地に面する自治体がそれぞれ主張するためどの市町村に所属するのか決

めることのできない「所属未定地」などを、現地の地図とともに紹介する。

各国事情

56
1000の名門・名家を収録。公家・大名から社家、豪農・豪商まで、連綿と受けつがれてきた歴史を読む。巻末に天皇家・

藤原家・平家・源氏の系図、近代の華族一覧表を掲載。

62 今や、絶対的指導者として長くロシアに君臨するプーチン大統領。プーチンの支配のもと、ロシアはどこに向かおうとしているの

か。対ＮＡＴＯ政策、ウクライナをはじめ旧ソ連諸国との関係性、隣国との領土問題、核兵器、宇宙開発などの切り口か

ら、ロシアの軍事、安全保障などについての戦略に迫っていく。

63 世界第2位の人口で、ＩＴ技術などでは世界の中心地になりつつあるインドを、歴史や宗教をはじめ、現代インドの「衣」

「食」「住」、服飾やファッション、映画まで、インド訪問やインドでの生活に必携の情報を、詳細に叙述した。この一冊でインド

がまるまるわかる、旅行者からビジネスマンまで必携の書である。

64 日本社会の様々な問題点について、著者が鋭くメスを入れる。「地震予知」をめぐる真っ赤なウソ、アカデミズムの世界におけ

る不正問題、骨抜きの受動喫煙対策、英語力が身に付かない英語教育などを取り上げる。科学者として冷静な分析を行

いながら、社会にはびこる「不正」「欺瞞」を暴き出し、痛烈な批判を加える本書は、私たちに新たな視点を提供してくれるこ

とだろう。
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宝塚歌劇 柚希礼音論 KP00035045 東京堂出版 201605 PDF ¥5,280 ¥6,336 ¥7,920

松島奈巳 9784490209396

タカラヅカ流世界史 KP00035046 東京堂出版 201309 PDF ¥4,950 ¥5,940 ¥7,425

中本千晶 9784490208429

タカラヅカ流日本史 KP00035047 東京堂出版 201411 PDF ¥4,950 ¥5,940 ¥7,425

中本千晶 9784490208856

ヅカファン道 KP00035050 東京堂出版 201211 PDF ¥4,950 ¥5,940 ¥7,425

中本千晶 9784490208078

タカラヅカ100年100問100答 KP00035048 東京堂出版 201404 PDF ¥4,620 ¥5,544 ¥6,930

中本千晶 9784490208634

なぜ宝塚歌劇の男役は

カッコイイのか
KP00035042 東京堂出版 201110 PDF ¥5,280 ¥6,336 ¥7,920

中本千晶 9784490207491

宝塚歌劇は

「愛」をどう描いてきたか
KP00035051 東京堂出版 201510 PDF ¥5,280 ¥6,336 ¥7,920

中本千晶 9784490209204

宝塚歌劇に誘う7つの扉 KP00035044 東京堂出版 201610 PDF ¥5,940 ¥7,128 ¥8,910

中本千晶 9784490209495

タカラジェンヌ　別れの言葉 KP00035049 東京堂出版 201408 PDF ¥4,950 ¥5,940 ¥7,425

阿部彩子 9784490208740

高野辰之と唱歌の時代 KP00027632 東京堂出版 201508 PDF ¥17,490 ¥20,988 ¥26,235

権藤敦子 9784490209136

メディカルハーブ

安全性ハンドブック　第2版
KP00052981 東京堂出版 201603 PDF ¥48,400 ¥58,080 ¥72,600

AHPA（アメリカハーブ製品協会）

ゾーイ・ガードナー

マイケル・マクガフィン【編著】

9784490209358

「小さな湯の町　宝塚」で始まった少女歌劇が遂に100年を迎えた。タカラヅカを見たことがない方の素朴な疑問から、筋金

入りのオールドファン、さらについ最近「ハマって」しまったファンが意外と知らないことまで徹底的に調査して、回答。100周年に

ちなんで、100人アンケートを実施してファンとともに作り上げた一冊である。

72 宝塚歌劇団は、世界で唯一の女性だけの劇団である。そして宝塚歌劇といえば男役。女性が演じる男役は、単に男らしい

だけではなく、「カッコイイ」男にならなければならない。観客を魅了する男役はどのようにして創られていくのかを本書では解き

明かす。タカラヅカ100年の男役を振り返りながら、同時に、宝塚歌劇の「伝統」と「変化」も見えてくる。

73 宝塚歌劇作品に不可欠な要素である「男と女の恋愛」を指す『愛』。宝塚歌劇の「愛」の形を、創成期から現代までの上演

作品をもとに読み解いていく。様々な作品を通してその男女の描かれ方のパターンを「愛の方程式」と名付け、いつ頃から「愛

の方程式」が確立されてきたのか、またこの先どうなっていくのかを追いかけた。

77 500種以上の薬用ハーブの安全性クラス、相互作用クラス、禁忌、注意事項、薬やサプリメントとの相互作用、標準容量、

注意、注釈、有害事象と副作用、薬理学的考察、妊婦・授乳婦の使用、毒性研究など。研究論文も多数掲載。第１版

から「情報量が膨大に増え」、世界的にハーブの安全性、相互作用情報が必要とされたバイブル。日本でも厚労省が食薬

区分判断の際に参考とした資料。「機能性表示食品」に相互作用表示が義務化、医薬健康領域の必須資料。

音楽

医学薬学

74 近代日本の舞台芸能の歴史を踏まえながら、宝塚歌劇とは何なのかを探っていく。なぜこれほどまでにファンを魅了し輝き続

けているのか、7つの舞台ジャンル（歌舞伎・歌劇・レビュー・バレエ・日本舞踊・ミュージカル・2.5次元）との重なり具合に注

目しながら、そのエッセンスを取り込んで発展してきた魅力に迫っていく。

75 タカラジェンヌが退団挨拶として紡いだ言葉は、宝塚人生の集大成ともいえるものである。彼女たちにとって宝塚の舞台とは何

だったのか。蘭寿とむ、和央ようか、真琴つばさ、真矢みき、天海祐希など、印象深い言葉を残した45人のタカラジェンヌの退

団挨拶を取り上げ、彼女たちの宝塚人生を振り返る。宝塚歌劇用語集付き。

76 猪瀬直樹『ふるさとを創った男』で「ふるさと」「朧月夜」など多数の唱歌の作詞家として知られるようになった高野辰之だが、こ

の定説を覆すさらなる真実があった。特に、郷土と日本を意識した「初等教育」と「音楽文化」の育成に生涯を捧げた高野の

音楽観と教育論を通して、明治・大正期における音楽教育の実像に迫る。

デジタル情報営業部　TEL：03-6910-0518

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

過去の作品の名場面を時代順に繋ぎ合わせてできた、タカラヅカ流日本史！　その時代をテーマにした作品の名場面やキャ

ストを振り返りつつ、日本史も勉強できてしまう一冊である。オモシロ真面目で一石二鳥な本となっている。歴代スターたちの

夢の競演もあり、今後の観劇の楽しみが倍増することは間違いない。

70 100周年を迎えたタカラヅカには、100万通りの愛し方があった！　清く、正しく、美しい、タカラヅカファンは、どのような心理で

行動するのか。その理由は？　「ヅカファンあるある」とも言える、ファンの思考、口癖などの生態を明らかにし、そのファン心理に

迫るとともに、なぜハマってしまうのかを解析していく。巻末の上級編では、70年代、80年代、90年代、2000年代のヅカファ

ンの違いを詳細に分析している。

67 6年という長期にわたり星組トップスターだった柚希礼音。彼女はどのようにスターへの階段を登っていったのか？　柚希礼音の

宝塚歌劇（学校含む）での活躍を編年で追いながら解説し、さらに、歴代のトップスター達を軸にして「共通点」や「決定的

に違う点」などを比較した。また退団後のミュージカルやリサイタルについても言及している。

68 フランス革命、ハプスブルク家など、宝塚歌劇の舞台でわかる世界史。アンドレやトート閣下など、作品のキャラクターがその時

代を語っていく。世界史なので、ローマもアメリカも中国も登場。過去の名場面やキャストを振り返りつつ、世界史も学べてしま

うというお得な一冊。観劇前、観劇後に読んで、舞台を見る楽しみを倍増させよう。作品の歴代キャスト付き。

69

71


