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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

210.08 日本史 
歴史学の現在 （岩波講座日本歴史 . テーマ巻 3 第 22
巻） 

李 成市 岩波書店 2016 

210.2 日本史 
埋もれた江戸 ―東大の地下の大名屋敷―（読みなおす
日本史） 

藤本 強 吉川弘文館 2017 

210.25 日本史 
タネをまく縄文人 ―最新科学が覆す農耕の起源―（歴
史文化ライブラリー 416） 

小畑 弘己 吉川弘文館 2016 

210.27 日本史 
文明に抗した弥生の人びと （歴史文化ライブラリー 
449） 

寺前 直人 吉川弘文館 2017 

210.27 日本史 
樹木と暮らす古代人 ―木製品が語る弥生・古墳時代―
（歴史文化ライブラリー 434） 

樋上 昇 吉川弘文館 2016 

210.3 日本史 日本古代の地域社会と行政機構 山口 英男 吉川弘文館 2019 

210.3 日本史 
よみがえる古代山城 ―国際戦争と防衛ライン―（歴史
文化ライブラリー 440） 

向井 一雄 吉川弘文館 2017 

210.3 日本史 土木技術の古代史 （歴史文化ライブラリー 453） 青木 敬 吉川弘文館 2017 

210.3 日本史 
よみがえる古代の港 ―古地形を復元する―（歴史文化
ライブラリー 455） 

石村 智 吉川弘文館 2017 

210.3 日本史 
古地図からみた古代日本 ―土地制度と景観―（読みな
おす日本史） 

金田 章裕 吉川弘文館 2017 

210.3 日本史 
神と死者の考古学 ―古代のまつりと信仰―（歴史文化
ライブラリー 417） 

笹生 衛 吉川弘文館 2016 

210.3 日本史 古代日本と北の海みち （読みなおす日本史） 新野 直吉 吉川弘文館 2016 

210.3 日本史 島国の原像 （読みなおす日本史） 水野 正好 吉川弘文館 2016 

210.35 日本史 
天皇側近たちの奈良時代 （歴史文化ライブラリー 
447） 

十川 陽一 吉川弘文館 2017 

210.36 日本史 
平安京はいらなかった ―古代の夢を喰らう中世―（歴
史文化ライブラリー 438） 

桃崎 有一郎 吉川弘文館 2016 

210.37 日本史 
列島を翔ける平安武士 ―九州・京都・東国―（歴史文
化ライブラリー 446） 

野口 実 吉川弘文館 2017 

210.38 日本史 僧兵盛衰記 （読みなおす日本史） 渡辺 守順 吉川弘文館 2017 

210.4 日本史 日本中世の権力と寺院 高橋 慎一朗 吉川弘文館 2016 

210.42 日本史 悪党召し捕りの中世 ―鎌倉幕府の治安維持― 西田 友広 吉川弘文館 2017 

210.42 日本史 
頼朝と街道 ―鎌倉政権の東国支配―（歴史文化ライブ
ラリー 435） 

木村 茂光 吉川弘文館 2016 

210.45 日本史 太平記の世界 ―列島の内乱史―（読みなおす日本史） 佐藤 和彦 吉川弘文館 2015 

210.46 日本史 足利義政と東山文化 （読みなおす日本史） 河合 正治 吉川弘文館 2016 

210.47 日本史 
織田信長と戦国の村 ―天下統一のための近江支配―
（歴史文化ライブラリー 457） 

深谷 幸治 吉川弘文館 2017 

210.47 日本史 
地理から見た信長・秀吉・家康の戦略 （読みなおす日
本史） 

足利 健亮 吉川弘文館 2016 

210.48 日本史 
落日の豊臣政権 ―秀吉の憂鬱、不穏な京都―（歴史文
化ライブラリー 418） 

河内 将芳 吉川弘文館 2016 

210.5 日本史 近世の巨大地震 （歴史文化ライブラリー 463） 矢田 俊文 吉川弘文館 2018 

210.5 日本史 近世日本政治史と朝廷 山口 和夫 吉川弘文館 2017 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

210.5 日本史 
犬と鷹の江戸時代 ―「犬公方」綱吉と「鷹将軍」吉宗
―（歴史文化ライブラリー 423） 

根崎 光男 吉川弘文館 2016 

210.52 日本史 十七世紀日本の秩序形成 木村 直樹 吉川弘文館 2018 

210.55 日本史 近世中後期の藩と幕府 荒木 裕行 東京大学出版会 2017 

210.58 日本史 
幕末の海軍 ―明治維新への航跡―（歴史文化ライブラ
リー 459） 

神谷 大介 吉川弘文館 2018 

210.6 日本史 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤 陽子 朝日出版社 2009 

210.6 日本史 天皇と軍隊の近代史 （けいそうブックス） 加藤 陽子 勁草書房 2019 

210.6 日本史 
大久保利通と東アジア ―国家構想と外交戦略―（歴史
文化ライブラリー 419） 

勝田 政治 吉川弘文館 2016 

210.61 日本史 世界・政治 （戊辰戦争の新視点 上） 奈倉 哲三 吉川弘文館 2018 

210.61 日本史 軍事・民衆 （戊辰戦争の新視点 下） 奈倉 哲三 吉川弘文館 2018 

210.7 日本史 
B面昭和史 ―1926-1945―【スマホ・読上】（平凡社ラ
イブラリー 878） （※） 

半藤 一利 平凡社 2019 

210.7 日本史 戦争まで ―歴史を決めた交渉と日本の失敗― 加藤 陽子 朝日出版社 2016 

210.7 日本史 
帝都防衛 ―戦争・災害・テロ―（歴史文化ライブラリ
ー 452） 

土田 宏成 吉川弘文館 2017 

210.74 日本史 
南京事件論争史 ―日本人は史実をどう認識してきたか
―増補 【スマホ・読上】（平凡社ライブラリー 876） 
（※） 

笠原 十九司 平凡社 2018 

210.77 日本史 
検証日本の「失われた 20年」 ―日本はなぜ停滞から抜
け出せなかったのか― 

船橋 洋一 東洋経済新報社 2015 

213.7 関東地方 中世鎌倉のまちづくり ―災害・交通・境界― 高橋 慎一朗 吉川弘文館 2019 

214.4 北陸地方 朝倉氏と戦国村一乗谷 （読みなおす日本史） 松原 信之 吉川弘文館 2017 

215.2 中部地方 
真田松代藩の財政改革 ―『日暮硯』と恩田杢―（読み
なおす日本史） 

笠谷 和比古 吉川弘文館 2017 

217.3 中国地方 出雲国誕生 （歴史文化ライブラリー 436） 大橋 泰夫 吉川弘文館 2016 

217.3 中国地方 
出雲の中世 ―地域と国家のはざま―（歴史文化ライブ
ラリー 451） 

佐伯 徳哉 吉川弘文館 2017 

219.5 九州地方 近世村社会の変容 ―微視 (ミクロ) の村落史― 内田 鉄平 日本経済評論社 2012 

219.9 九州地方 
琉球王国と戦国大名 ―島津侵入までの半世紀―（歴史
文化ライブラリー 421） 

黒嶋 敏 吉川弘文館 2016 

222.03 中国 
地下からの贈り物 ―新出土資料が語るいにしえの中国
―（東方選書 46） 

中國出土資料
學會 

東方書店 2014 

222.04 中国 中国古代都城の設計と思想 ―円丘祭祀の歴史的展開― 佐川 英治 勉誠出版 2016 

222.5 中国 渤海国とは何か （歴史文化ライブラリー 458） 古畑 徹 吉川弘文館 2018 

227. 
西南アジ
ア、中東
［近東］ 

イスラーム知の遺産 = The intellectual legacy of 
Islam 

柳橋 博之 東京大学出版会 2014 

235.07 フランス 
パリ五月革命私論 ―転換点としての 1968年―決定版 
【スマホ・読上】（平凡社ライブラリー 875） （※） 

西川 長夫 平凡社 2018 

253. 
アメリカ合
衆国 

アメリカを探る ―自然と作為― 斎藤 真 みすず書房 2017 

268. ペルー 
インディオ社会史 ―アンデス植民地時代を生きた人々
― 

網野 徹哉 みすず書房 2017 

288.41 
系譜、家
史、皇室 

昭和天皇とスポーツ ―「玉体」の近代史―（歴史文化
ライブラリー 425） 

坂上 康博 吉川弘文館 2016 

289.1 個人伝記 
松陰の本棚 ―幕末志士たちの読書ネットワーク―（歴
史文化ライブラリー 437） 

桐原 健真 吉川弘文館 2016 

289.1 個人伝記 木曽義仲 （読みなおす日本史） 下出 積與 吉川弘文館 2016 

289.1 個人伝記 星野英一先生の想い出 内田 貴 有斐閣 2013 

289.1 個人伝記 わが心の旅路 初版第 7刷(再々追補) 団藤 重光 有斐閣 2001 

289.1 個人伝記 角倉素庵 （読みなおす日本史） 林屋 辰三郎 吉川弘文館 2017 

290. 
地理、地
誌、紀行 

ローカリゼーション ―地域へのこだわり―（シリーズ
地誌トピックス 2） （※） 

矢ケ﨑 典隆 朝倉書店 2018 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

291.5 日本 
中世の東海道をゆく ―京から鎌倉へ、旅路の風景―
（読みなおす日本史） 

榎原 雅治 吉川弘文館 2019 

291.61 日本 中近世の生業と里湖の環境史 佐野 静代 吉川弘文館 2017 

このほかにも多数のタイトルを契約しています。 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072725
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072725
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042230

