
一般財団法人 名古屋大学出版会

日本史研究会会員の皆様

日頃よりご愛顧くださりありがとうございます。例年 10 月の書籍展示と同様、会員の皆様を対象に特別価
格で販売いたします。ぜひこの機会にご利用ください。

展示期間：

2020 年 10 月 1 日　～　2020 年 10 月 31 日（予定）

支払方法：

クレジットカード、郵便払込、銀行振込

※公費・校費・研究費等でのお支払いも可能、必要な書類の作成も承ります

送　　料：

全国一律 500 円（2 冊以上または 10,000 円以上お買い上げの場合は小会負担）

注文方法：

小会へ直接ご注文ください

メール　info@unp.nagoya-u.ac.jp　または　FAX　052-781-0697
※詳細は 2 ページ目の「注文用紙」をご参照ください 
※全国の書店、生協書籍部、ネット書店を通じてのご注文は通常価格となります

割　　引：

全品、定価（税込価格）より 20% 割引（100 円未満は切り捨て）

お問い合わせ：

名古屋大学出版会・営業部

TEL: 052-781-5353　　FAX: 052-781-0697 
メール : info@unp.nagoya-u.ac.jp　　ウェブサイト（https://www.unp.or.jp/）

オンライン書籍展示

mailto: info@unp.nagoya-u.ac.jp
https://www.unp.or.jp/


お名前※

フリガナ※

ご所属※
勤務先、在学学校名、所属学会など

お届け先※

〒　　　　　　-

TEL ※ FAX

メール

クレジットカード払いを希望される場合は記入必須です　　　　　　　　　　　　　　□メールマガジン配信を希望する

書籍名※

冊

冊

冊

合計［　　　　］冊

到着希望日時

通常、ご注文から 1 週間程度で発送します。希望の日付・時間帯があればご記入ください。

□最短日
□［　　　　］月［　　　　］日　午前・14-16 時・16-18 時・18-20 時・19-21 時

支払方法※

□クレジットカード 決済方法をメールでご案内いたします

□郵便払込　　□銀行振込 振込手数料はお客様のご負担となります

□公費・校費・研究費等
　見積書［　　　　］部・納品書［　　　　］部・請求書［　　　　］部
　書類の宛名［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

連絡事項 例）送料は別途記載せず書籍代金に含めてほしい。／納品書・請求書の日付は書籍の注文日（○月○日）にしてほしい。etc.

名古屋大学出版会／日本史研究会オンライン書籍展示 2020 注文用紙　※は記入必須

ご注文は　メール info@unp.nagoya-u.ac.jp　または　FAX 052-781-0697　まで

本紙を使用しない場合は「日本史研究会オンライン書籍展示」と明記してご注文ください

mailto:info@unp.nagoya-u.ac.jp


名古屋大学出版会「日本史」関連書はこちら ☞　https://www.unp.or.jp/category/history-j

黒船来航と琉球王国
上原兼善著

ペリーはまず沖縄にやって来
た。——19 世紀、次々と現れる
列強の、布教をふくむ開国要求
にさらされ、「鎖国」の防波堤
とされた琉球の人々。彼らはい
かに対応したのか。幕府や薩摩
藩の姿勢は？　東アジアの変動
のなか、外圧と内圧の狭間にお
かれた〈境域〉の経験から、琉
球と欧米との交渉過程を初めて
トータルに描く。浦賀中心では
見えない、新たな開国史。

ヒロシマ
ラン・ツヴァイゲンバーグ著、
若尾祐司／西井麻里奈／髙橋優
子／竹本真希子訳

原 爆 と ホ ロ コ ー ス ト の 交 点
へ——。かつて「75 年間は草木
も生えない」と言われた都市は
復興を遂げ、平和記念公園は「穏
やかな」聖地と化した。どのよ
うにして？　追悼・記念や観光
をめぐる記憶の政治、証言とト
ラウマ、絡み合う犠牲者言説な
どに注目し、世界のなかのヒロ
シマの位置を問い直す挑戦作。

中世日本の王権神話
阿部泰郎著

龍や狐、海人や童子、神仏や魔
王が躍動し、神器や国土の由来
を説く物語たち——。中世の権力
は、自らの「正統」を示す数多
の縁起説話によって支えられて
いた。天皇の即位儀礼から、武
家の始祖伝承や幸若舞などの芸
能、さらには「中世日本紀」の
歴史叙述まで、豊かな王権神話
の水脈を探る、永年の探究の到
達点。

徳川日本の刑法と秩序
代田清嗣著

江戸の裁きにおいて、罰せられ
るべき者はいかにして決まった
のか。具体的な判例から江戸期
固有の法理を探り出し、西洋法
を規範とする刑法理解を塗り替
えるとともに、幕政を基礎づけ
た統治原則をも浮き彫りにする。
今日に及ぶ日本人の法観念への
新たな理解を開く力作。

歴史としての日教組
上 - 結成と模索　下 - 混迷と和解
広田照幸編

過剰な期待と歪んだ批判の狭間で、実像とかけ離
れたイメージが作られてきた日教組。膨大な非公
開史料や関係者へのインタビューに基づき、学術
的にその歴史を徹底検証——。

上巻では、戦後の労働運動での立ち位置から、独
自の教育理念や「教師の倫理綱領」の作成まで、
初期の模索を跡づける。

下巻では、1980 年代の労働戦線の再編から、教育
運動の転換、文部省との「歴史的和解」まで、新
たな路線選択の時代に迫る。

近世貨幣と経済発展
岩橋 勝著

「三貨制」史観を塗り替える画期
的労作——。小額貨幣の流通は、
庶民の生活水準の上昇を示す指
標である。銭貨や藩札などの需
要面に注目し、多様性とダイナ
ミズムを内包する日本各地の実
態を分析、東アジアにおける徳
川経済の先進性を実証する。

阿部泰郎先生の著作

『中世日本の世界像』
『中世日本の宗教テクスト体系』
『聖者の推参——中世の声とヲコなるもの』
『湯屋の皇后——中世の性と聖なるもの』

https://www.unp.or.jp/category/history-j
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0995-9.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0994-2.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0914-0.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0915-7.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0982-9.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0980-5.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0973-7.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0972-0.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0965-2.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0902-7.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0723-8.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0419-2.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0346-3.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0953-9.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0968-3.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0975-1.html


名古屋大学出版会「日本史」関連書はこちら ☞　https://www.unp.or.jp/category/history-j

日本中世市場論
安野眞幸著

支払い・貸借・契約・裁判・差
押えなど、市場が果たした多様
な役割を明らかにするとともに、
債権取立てを軸に中世日本の展
開を描き出したライフワーク。
神人・悪僧に発し金融を担う「公
界」と公権力とは、慣習法と制
定法、文書とその破棄、暴力と
秩序等をめぐり、いかに切り結
ぶのか。

日本中世社会の
形成と王権
上島 享著

新たな時代たる中世を形づくっ
た巨大な力とは？　唐帝国の衰
滅を機に、10 世紀から始まる中
世社会・王権の形成過程を、政
治・宗教文化・社会経済にわたっ
て動態的に描き出し、中世とい
う時代の本質を捉えた画期的な
全体史。手堅い史料の読みから
数々の創見がほとばしり、歴史
像を転換する。

五山僧がつなぐ列島史
斎藤夏来著

地域の信仰を背景に各地を結び
付け、体制的武士層を欠く足利
政権の全国支配の鍵ともなった、

「夷中」の五山僧の決定的役割
を浮かび上がらせて、中央偏重
の五山制理解を一新、五山文学
も手がかりに、列島社会が内包
していた異国的世界をも展望し、
新たな中世史像を描き出す。

経済成長の日本史
高島正憲著

奈良時代～近代初頭にいたる列
島経済の展開を一望、最貧国水
準を抜け出し、1 人あたり GDP
が着実な上昇に転じていく過程
を、利用可能な数値の精査と多
様な文献の活用により、災害・
飢饉・環境・都市化なども視野
に解明。はじめて日本の超長期
GDP 推計を実現し、日本史の新
たな扉を開く。第 61 回「日経・
経済図書文化賞」受賞作。

新制大学の時代
天野郁夫著

戦前からの試みと GHQ 占領下
の大転換をへて到達した高等教
育の新時代。だが、それは新た
な模索の始まりだった。様々な
アクターによる議論と交渉を通
して、何が選ばれ、どのような
問題が遺されたのか。現在の大
学改革につながる課題の由来と
制度の構造を歴史的に浮き彫り
にする。

大学論を組み替える
広田照幸著

何を守り、何を見直していけば
よいのか——。なしくずしの政策
追随に陥る大学。なぜこんなこ
とになっているのか。価値や理
念や規範をめぐる議論を避ける
ことなく、教育の質、評価、学
問の自由など具体的なトピック
を通して、よい改革論とダメな
改革論を区別し、大学が公共的
な役割を果たし続けられる道を
拓く。

朝貢・海禁・互市
岩井茂樹著

朝貢体制論を超えて——。「天
下を統べる皇帝と朝貢する蕃夷
諸国」という美しい理念の外形
を辛うじて保っていた明代の通
商外交体制も、海と陸の辺縁か
らの衝撃で転換を迫られ、やが
て清代には互市が広がっていく。
西洋とは異なる「もう一つの自
由貿易」への構造変動を、日本
の役割も含めて跡づけ、新たな
歴史像を実証する労作。
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