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戦争孤児たちの戦後史 1 総論編

分 野 社会

学術・1アクセス ¥7,260(＋税)

学術・3アクセス ¥10,890(＋税)

著編者名 浅井, 春夫 底本ISBN 9784642068574 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2020年 商品コード 1032310333
戦争孤児の実態を数値や制度上で把握するだけではなく、一人の生の記録として着目。孤児になる経緯・ジェンダーなどの視
角を重視し、現代的観点から孤児問題を考える姿勢を提示する。聴き取り調査の手法や年表も掲載。

戦争孤児たちの戦後史 2 西日本編

分 野 社会

学術・1アクセス ¥7,260(＋税)

学術・3アクセス ¥10,890(＋税)

著編者名 平井, 美津子 底本ISBN 9784642068581 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2020年 商品コード 1032433709
戦後、西日本に暮らしていた孤児に着目。孤児救済に尽力した施設や原爆孤児たちのための精神養子運動などの取り組み、
大阪大空襲や引揚、沖縄戦における実態を詳述。孤児出身者の原爆体験や路上生活などの証言も紹介。

戦争孤児たちの戦後史 3 東日本・満洲編

分 野 社会

学術・1アクセス ¥7,260(＋税)

学術・3アクセス ¥10,890(＋税)

著編者名 浅井, 春夫 底本ISBN 9784642068598 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1033006456
東京周辺と満洲に暮らした戦争孤児に着目。養育院・上野地下道・残留孤児をキーワードに、児童福祉施設の運営、東京大空
襲の被害や引揚の実相などを詳述。文献案内や当事者の証言も収録し、今後の研究課題を展望する。

事典太平洋戦争と子どもたち

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥7,260(＋税)

学術・3アクセス ¥10,890(＋税)

著編者名 浅井, 春夫 底本ISBN 9784642084147 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2022年 商品コード 1035110516
戦争は子どもたちに何をもたらすのか。直接の犠牲だけでなく、暮らしや教育、戦後も含めて太平洋戦争を振り返る。軍国少年・
少女、教育勅語と御真影、学童疎開、沖縄戦、引揚、孤児生活など、４７の問いに図版を交えて答える。戦災の惨劇を記憶し、
戦禍が再び子どもを覆うことのないよう平和への願いを託す。コラムと読書ガイドも収め平和学習に最適。

吉川弘文館が選ぶ「日本研究」35選
祝 AAS

「沖縄」「戦争」「孤児」



●表示価格は税抜きです。

電子書籍版

戦後沖縄生活史事典―1945-1972―

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥26,400(＋税)

学術・3アクセス ¥39,600(＋税)

著編者名 川平, 成雄 底本ISBN 9784642014823 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2022年 商品コード 1035182708
米軍統治下の戦後沖縄で、激動の波に翻弄（ほんろう）されながらもたくましく生きた人びとの暮らしを知る事典。大戦末期の米
軍本島上陸から27年後の沖縄返還まで、生活に深く関わった出来事111項目を取り上げ、政治・経済・社会・事件・娯楽・食・伝
統工芸品など多彩なテーマで紹介。随所にコラムをちりばめ、利便性を高める参考文献や索引を付載する。

沖縄戦を知る事典
―非体験世代が語り継ぐ―

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥7,920(＋税)

学術・3アクセス ¥11,880(＋税)

著編者名 吉浜, 忍 底本ISBN 9784642083522 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1030590861
※著作権などの理由により、裏表紙の画像は掲載されておりません。 アジア太平洋戦争末期、住民を巻き込んだ戦闘が展開
され、「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄。戦闘経過、住民被害の様相、「集団自決」の実態など、６７項目からその全体像を明らか
にする。豊富な写真が体験者の証言や戦争遺跡・慰霊碑などの理解を高め、今も残る沖縄戦の姿をリアルに感じる構成。〝な
ぜ今沖縄戦か〟を私たちに語りかけてくる読む事典。

沖縄の戦争遺跡
―「記憶」を未来につなげる―

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥7,920(＋税)

学術・3アクセス ¥11,880(＋税)

著編者名 吉浜, 忍 底本ISBN 9784642083171 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2017年 商品コード 1025233650
第２次世界大戦末期、米軍との激しい地上戦が行われ、「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄。今なお生々しい傷跡として残る数千件
の戦争遺跡から厳選し、豊富な写真と現地調査に基づくわかりやすい解説で、沖縄戦の実態を明らかにする。慰霊の塔・碑に
込められた建立者の想いにも迫り、モノが語りかける戦争の〈記憶〉を辿った、戦跡めぐりに最適な１冊。

「文化史」関連

手引ろくろの文化史
―その技術と木地屋の系譜―

分 野 工芸

学術・1アクセス ¥35,200(＋税)

学術・3アクセス ¥52,800(＋税)

著編者名 小椋, 裕樹 底本ISBN 9784642016650 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1032826008
手引ろくろという独特の道具を使って、お椀などの素材を作っていた木地屋と呼ばれる職人たち。国内各地に残るろくろをテー
マとして精緻な構造分析や地域比較を行い、木地屋の歴史と技術の系統・移住の系譜などを、豊富な図版とともに実証的に明
らかにした貴重かつ画期的な研究。東北から沖縄まで、現存するろくろ66点の調査台帳も収録する。

2023年3月



●表示価格は税抜きです。

電子書籍版

古代の食を再現する
―みえてきた食事と生活習慣病―

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥10,560(＋税)

学術・3アクセス ¥15,840(＋税)

著編者名 三舟, 隆之 底本ISBN 9784642046619 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1033487844
古代の日本人は食べ物をどう加工し、調理していたのか。「正倉院文書」『延喜式』、さらには発掘調査で見つかった土器や動物
の骨、木簡まで総動員して古代食の再現に挑戦。栄養価の分析からは意外な病気との関係も明らかに。シンポジウムの討論と、
漬物や餅、納豆などの再現実験を付論として収録。学際的な研究からみえてきた知られざる食生活とは。

光源氏に迫る―源氏物語の歴史と文化―

分 野 日本文学

学術・1アクセス ¥7,260(＋税)

学術・3アクセス ¥10,890(＋税)

著編者名 宇治市源氏物語ミュージアム 底本ISBN 9784642083997 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1033585684
千年の時を越え、世界中で読まれ続ける『源氏物語』。主人公・光源氏をキーワードに、歴史・文学・美術など多様な切り口から
物語にアプローチ。彼の生涯や恋愛模様はもちろん、頭(とうの)中将(ちゅうじょう)らにみる貴族の実像、寝殿造庭園の風景、工
芸職人の活躍や源氏絵の鑑賞など、作者紫式部が生きた時代の政治・社会・文化に迫り、物語の舞台になった平安王朝へと誘
う。

たたかう神仏の図像学
―勝軍地蔵と中世社会―

分 野 芸術、美術

学術・1アクセス ¥12,100(＋税)

学術・3アクセス ¥18,150(＋税)

著編者名 黒田, 智 底本ISBN 9784642016667 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1034234085
戦乱に明け暮れる中世社会。人びとは、仏法により正当化された武を奮い、平和と安穏を創造する神仏を希求した。軍神(いくさ
がみ)たる勝軍地蔵(しょうぐんじぞう)は、どのようにして誕生し、時代とともに変貌をとげながら、今日まで生きつづけたのか。列
島各地に残る７００点余の作例から、勝軍地蔵信仰の誕生と中世的世界観を読み解き、８００年にわたる戦争と平和の歴史を辿
る。

イワシとニシンの江戸時代
―人と自然の関係史―

分 野 水産業

学術・1アクセス ¥7,920(＋税)

学術・3アクセス ¥11,880(＋税)

著編者名 武井, 弘一 底本ISBN 9784642084055 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2022年 商品コード 1034437386
大海原を回遊し、江戸時代を支える重要な自然の恵み、イワシとニシン。新田開発が進み、人糞や草肥が不足すると、干鰯など
の魚肥としても使われた。ヒトが制御できないイワシとニシンの漁獲は、豊漁・不漁を繰り返すことで社会にどのような影響を与え
たのか。気候変動と漁の関係、経済、魚肥の流通などから、自然と近世社会との関わりを解き明かす。

近世感染症の生活史
―医療・情報・ジェンダー―

分 野 医学

学術・1アクセス ¥10,560(＋税)

学術・3アクセス ¥15,840(＋税)

著編者名 鈴木, 則子 底本ISBN 9784642043472 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2022年 商品コード 1034605713
江戸時代の日常生活には、つねに感染症の脅威があった。梅毒・結核・インフルエンザ・コレラ・麻疹（はしか）・疱瘡（ほうそう）…。
これらは日々の暮らしにいかなる影響を与えたのか。医療の進歩や都市生活と商業主義の展開、出版メディアの発達など、生活
環境の移り変わりによる感染症へのまなざしの変化を描き、現代にも通じる社会と感染症との共生する姿を考える。

2023年3月



●表示価格は税抜きです。

電子書籍版

平安時代辞書論考―辞書と材料―

分 野 日本語

学術・1アクセス ¥28,600(＋税)

学術・3アクセス ¥42,900(＋税)

著編者名 大槻, 信 底本ISBN 9784642085281 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1029728105
文学・歴史研究において、古辞書は語彙をさぐる重要な役割を果たしてきた。平安時代成立の『新撰字鏡』『倭名類聚抄』『類聚
名義抄』を中心に、辞書が成立するための、材料となる先行の辞書類等との関係性を追究。辞書全体の仕組みと性格を押さえ
つつ、書写される度に変化し続けるその特徴を捉える。古辞書を体系的に把握し、その本質に迫る意欲作。

地図で考える中世―交通と社会―

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥14,300(＋税)

学術・3アクセス ¥21,450(＋税)

著編者名 榎原, 雅治 底本ISBN 9784642029698 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1033130163
多様な地形図・絵図・航空写真などを手がかりに、１３～１６世紀の陸上交通のあり方を解き明かす。交通の拠点である宿町の構
造と機能、道路と宿の整備に関わる幕府や各地の有力者、宗教者の役割を考察して中世日本社会の状況を読み解く。さらに東
海道沿道地域の景観を復原し、現代まで繰り返される開発・地形改変と災害の歴史にも目を向ける。

近世の遊廓と客
―遊女評判記にみる作法と慣習―

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥27,500(＋税)

学術・3アクセス ¥41,250(＋税)

著編者名 高木, まどか 底本ISBN 9784642043342 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1032719410
多くの文学や歌舞伎の題材とされ、文化の発祥地という華やかな一面を持つ近世の遊廓。そこでは日常の身分秩序は排除され、
すべての客は差別なく平等に扱われるとされた。その言説に疑義を唱え、吉原遊廓を中心に実証的に分析する。遊廓に遊ぶ人
の目線で記した遊女評判記から、遊女や店との関係、さらに客同士の関係性を描き出し、その実態に迫る。

江戸城御殿の構造と儀礼の研究
―空間に示される権威と秩序―

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥31,900(＋税)

学術・3アクセス ¥47,850(＋税)

著編者名 深井, 雅海 底本ISBN 9784642043434 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1034234081
将軍と家族が生活を営み、幕閣や諸役人が勤務する巨大な政庁・江戸城御殿。将軍宣下や年頭・月次の御礼など、数々の儀
式はどの場所で、いかに行われたのか。絵図や日記などの記録を駆使し、本丸御殿の空間構造と機能を再現。将軍が発する言
葉や謁見者との位置関係にも注目し、将軍を頂点に構成された大名・幕臣の序列から格式社会江戸を究明する。

明治期の立憲政治と政党―自由党系の国
家構想と党史編纂―

分 野 政治

学術・1アクセス ¥28,600(＋税)

学術・3アクセス ¥42,900(＋税)

著編者名 中元, 崇智 底本ISBN 9784642038782 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2018年 商品コード 1028700581
帝国議会の開設後、対立と妥協を繰り返した藩閥政府と政党は、ついに手を結んだ。その発端となったのが、板垣退助率いる
自由党系土佐派であった。彼らは、非議員の板垣を党首に据えながら、いかに政党を運営して国家構想や経済政策を提起し、
またどのような歴史観で党史を編纂して自己を位置づけたのか。模索期の立憲政治を政党の視点から考察する。

「受賞作品」

・第15回立命館白川静記念東洋文字文化賞 優秀賞、
・公益信託田島毓堂語彙研究基金学術賞（田島毓堂賞）

・第47回「交通図書賞」

・第37回女性史青山なを賞

・第20回德川賞

・令和３年度江村栄一記念 自由民権学術賞

2023年3月



●表示価格は税抜きです。

電子書籍版

「受賞作品」

2023年3月

戸籍が語る古代の家族
（歴史文化ライブラリー 488）

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥5,610(＋税)

学術・3アクセス ¥8,415(＋税)

著編者名 今津, 勝紀 底本ISBN 9784642058889 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1031137101
いまを遡ること1300年以上前、古代でも戸籍に人々が登録され、租税負担や徴兵の基本となっていた。どの範囲の親族が記載
されたのか、人口総数や平均余命、貧富の差、出産数、歳の差婚が多かった理由、婚姻は通いだったのか同居だったのか、
等々。偶然にもまとまって残された戸籍からみえてくる、人々の暮らしを鮮やかに描き出す。

顔の考古学―異形の精神史―
（歴史文化ライブラリー 514）

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥5,940(＋税)

学術・3アクセス ¥8,910(＋税)

著編者名 設楽, 博己 底本ISBN 9784642059145 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1032719406
土偶・仮面・埴輪・土器など、縄文時代から律令期にかけて作られた〈顔〉を意匠とするさまざまな造形品。抜歯やイレズミの顔面
加工、笑いや怒りの誇張表現、耳飾りや髪形など、豊富な事例を素材に、考古学的研究手法で分析。古人(いにしえびと)の
〈顔〉に対する意識の変化とその社会的背景を明らかにし、そこに込められたメッセージ、異形(いぎょう)の精神世界をさぐる。

家老の忠義―大名細川家存続の秘訣―
（歴史文化ライブラリー 519）

分 野 伝記

学術・1アクセス ¥5,610(＋税)

学術・3アクセス ¥8,415(＋税)

著編者名 林, 千寿 底本ISBN 9784642059190 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1033006446
戦国の荒波を乗り越え、肥後熊本藩主となった細川家。主君への忠義が絶対ではなかった時代、筆頭家老松井康之と息子興
長の価値観は細川家の存続にいかなる影響を与えたのか。天下人とのつながり、主君の守り立て、島原・天草一揆における九
州諸藩との連携などから、主家の存続を第一義とし、藩政の維持・発展のため力を尽くした家老の生き様を描く。

・第8回古代歴史文化賞「優秀作品賞」

・第8回古代歴史文化賞「大賞」

・第43回熊日出版文化賞

明暦の大火―「都市改造」という神話―
（歴史文化ライブラリー 532）

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥6,270(＋税)

学術・3アクセス ¥9,405(＋税)

著編者名 岩本, 馨 底本ISBN 9784642059329 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1033756660
ローマ大火とともに世界史上最大級の惨事といわれる明暦の大火。その後の「都市改造」が新たな江戸を創り上げたとされるが、
果たしてその通説は正しいのか。裏付けのないエピソードを避け、信頼性の高い記録から災害時の天候や焼失範囲などの事実
関係を確認。江戸図類の記載情報をデータ化して空間的な変遷も読み解き、大火と復興の実像に迫る。

気候適応の日本史
―人新世をのりこえる視点―
（歴史文化ライブラリー 544）

分 野 日本史

学術・1アクセス ¥5,940(＋税)

学術・3アクセス ¥8,910(＋税)

著編者名 中塚, 武 底本ISBN 9784642059442 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2022年 商品コード 1034511267
古来、人びとは気候変動にどのように適応してきたのか。近年、急速に発展している年単位での古気候の復元研究で明らかにさ
れた最新データと史資料を照らし合わせて、数年・数十年・数百年周期の気候変化のスピードが、いかに社会に影響を与えたか
という視点で描く初めての通史。昨今の地球環境問題を考えるうえで、気候適応史研究の重要性を説く。

・第26回建築史学会賞

・第8回古代歴史文化賞「優秀作品賞」
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「日本の食文化 全6巻」

食事と作法 （日本の食文化 1）

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥8,910(＋税)

学術・3アクセス ¥13,365(＋税)

著編者名 小川, 直之 底本ISBN 9784642068369 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2018年 商品コード 1029502714
日本人は、何を、何のために、どのように食べてきたか？第一巻「食事と作法」では食事には作法と決まり事を詳説する。人と人
をつなぐ共食や贈答、神仏への供え物、調理の技法と担い手、食具の扱いなど、儀礼と日常の食の社会的な意味を読み解く。
ファーストフードや「和食」の国際的な動向にも着目する。

米と餅 （日本の食文化 2）

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥8,910(＋税)

学術・3アクセス ¥13,365(＋税)

著編者名 関沢, まゆみ 底本ISBN 9784642068376 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1030682536
※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 米には霊力が宿るとされ、神祭りや人生儀礼で餅や団子、
すし、赤飯にも加工し食される。日常では、野菜類と混炊したかて飯、携行食の握り飯など調理の工夫がある。さまざまな米の食
と米の力を追究。

麦・雑穀と芋 （日本の食文化 3）

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥8,910(＋税)

学術・3アクセス ¥13,365(＋税)

著編者名 小川, 直之 底本ISBN 9784642068383 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1030990052
麦・粟(あわ)・稗(ひえ)などの雑穀と芋類、豆類は日々の食を支え、救荒食ともなった。地方色豊かな雑穀と芋の食べ方、麺類や
オヤキなどの粉食から、多様な主食・常食のあり方を示す。大豆の加工品である納豆と豆腐も取り上げる。

魚と肉 （日本の食文化 4）

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥8,910(＋税)

学術・3アクセス ¥13,365(＋税)

著編者名 藤井, 弘章 底本ISBN 9784642068390 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1029973242
列島に広く浸透した日本の豊かな魚食文化を、海の魚と淡水魚、すしの変化、クジラ･イルカ食などから考察。一方で長く忌避さ
れ地域限定的だった肉食文化を、明治以降の急速な拡大も含め概観する。近年話題の昆虫食にも注目。

酒と調味料、保存食 （日本の食文化 5）

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥8,910(＋税)

学術・3アクセス ¥13,365(＋税)

著編者名 石垣, 悟 底本ISBN 9784642068406 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1030515201
発酵を利用した酒、酢・味噌・醤油、塩蔵や発酵による漬物、ダシの素材となる昆布などの乾物。これら食料保存の技術は独特
の味をも生み出した。基本調味料の塩と砂糖、嗜好品の茶も加え、日本の味の文化的背景を探る。

2023年3月
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菓子と果物 （日本の食文化 6）

分 野 風俗習慣、民俗学、民族学

学術・1アクセス ¥8,910(＋税)

学術・3アクセス ¥13,365(＋税)

著編者名 関沢, まゆみ 底本ISBN 9784642068413 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2019年 商品コード 1031274386
砂糖が普及する以前、甘い食物は貴重だった。古代から食されてきた栗・柿・みかん、年中行事と関わる饅頭(まんじゅう)・汁粉
(しるこ)・柏餅(かしわもち)、庶民に親しまれた飴(あめ)、贈答品の和菓子、文明開化後の洋菓子など、人を惹(ひ)きつける甘味の
文化を描く。

日本宗教史を問い直す （日本宗教史 = 
History of Japanese religions 1）

分 野 宗教

学術・1アクセス ¥12,100(＋税)

学術・3アクセス ¥18,150(＋税)

著編者名 吉田, 一彦 底本ISBN 9784642017411 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2020年 商品コード 1032433707
古代から近代までの日本宗教史を、神の祭祀や仏法伝来、宗教活動の展開と宗教統制、政治との関係などを柱に概観する。さ
らに文化交流史、彫刻史、建築史、文学、民俗学の分野から日本の豊かな宗教史像をとらえ直す。

世界のなかの日本宗教 = Japanese religions 
in global context （日本宗教史 = History of 
Japanese religions 2）

分 野 宗教

学術・1アクセス ¥12,100(＋税)

学術・3アクセス ¥18,150(＋税)

著編者名 上島, 享 底本ISBN 9784642017428 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2021年 商品コード 1033006447
日本の宗教史は世界においてどのような特色を持つのか。キリスト教やイスラーム教、儒教を信仰する地域と比較。妻帯、葬送、
信仰、時空意識などを考察して、アジア史、そして世界史のなかに日本宗教史を位置づける。

宗教の融合と分離・衝突 = Religious fusions, 
separations, and collisions （日本宗教史 = 
History of Japanese religions 3）

分 野 宗教

学術・1アクセス ¥12,100(＋税)

学術・3アクセス ¥18,150(＋税)

著編者名 伊藤, 聡 底本ISBN 9784642017435 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2020年 商品コード 1032310329
仏教・神道・キリスト教をはじめ多様な宗教が併存する日本社会。他の信仰に対する寛容さを持つ一方、排他的な志向や事件も
繰り返されている。古代から現代まで、さまざまな宗教・思想・信仰の融合と葛藤の軌跡を辿る。

宗教の受容と交流 （日本宗教史 = History 
of Japanese religions 4）

分 野 宗教

学術・1アクセス ¥12,100(＋税)

学術・3アクセス ¥18,150(＋税)

著編者名 佐藤, 文子 底本ISBN 9784642017442 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2020年 商品コード 1032551078
古来、中国やインド、西洋からの影響を波状的に受けて育まれてきた日本の宗教文化。仏教・儒教・道教・キリスト教や様々な民
間信仰をとりあげ、伝播の衝撃や受容の実態などを明らかにし、その歴史的意義を考える。

「日本宗教史 全6巻」

2023年3月
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日本宗教の信仰世界 （日本宗教史 = 
History of Japanese religions 5）

分 野 宗教

学術・1アクセス ¥12,100(＋税)

学術・3アクセス ¥18,150(＋税)

著編者名 伊藤, 聡 底本ISBN 9784642017459 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2020年 商品コード 1032583963
自然災害や疫病、大切な人の死に面したとき、人々は日ごろ忘れている宗教的な体験の記憶を呼び覚まして向かい合おうとす
る。人が生まれてから死を迎えるまで、社会の営みの基底にいきづく多様な〈信仰〉のかたちを描く。

日本宗教史研究の軌跡 （日本宗教史 = 
History of Japanese religions 6）

分 野 宗教

学術・1アクセス ¥12,100(＋税)

学術・3アクセス ¥18,150(＋税)

著編者名 佐藤, 文子 底本ISBN 9784642017466 

出版社 吉川弘文館 底本発行年 2020年 商品コード 1032535573
日本宗教史の諸学説はいつ、どのようにして成立したのであろうか。明治・大正以来の研究の歩みを振り返り、今後の学問の方
向を探る。近代国家の展開に共振する学問史を洞察し、新たな日本宗教史研究の地平をめざす


