
  

 

和漢比較文学会  
会員様対象 特別割引のご案内 

期限：2022 年 10 月末日 

価格：全品 20％OFF 

送料：全国一律 550 円【ご注文価格 合計¥3,000(税込)以上で送料無料】 

ご注文方法：FAX 注文書、またはメールにてご注文ください 

(メールでのご注文の際は「和漢比較文学会 特別割引」と明記ください) 
以下の URL から Excel 形式の注文書をダウンロードいただけます。メールでのご注文の
際にご利用ください。 

http://www.rinsen.com/wakanhikaku2022.xlsx 

お支払方法： 

〈私費でのご注文〉郵便振替用紙を同封いたします(払込手数料はご負担下さい) 

〈公費でのご注文〉書類のお宛名・必要枚数・日付の有無、送料の記載方法 

をお知らせください 

【お問い合わせ】 

株式会社 臨川書店 営業部 

TEL:075-721-7111 FAX:075-781-6168  
E-mail: kyoto@rinsen.com 
http://www.rinsen.com/ 

2022 年度出版目録はこちらからご覧
いただけます↓ 



 

 

 
臨川書店  

〒606-8204 京都市左京区田中下柳町8番地 ☎075（721）7111 FAX075（781）6168 

E-mail（本社）kyoto@rinsen.com URL http://www.rinsen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【和漢比較文学会 特別注文書】 

ご芳名 ご住所（〒      -        ） 

臨川書店への直接注文の場合、ご記載をお願い申し上げます。 

●下記を 〔公費・私費〕 で購入します ●書類の御宛名〔                 〕●必要書類:納品書〔   〕通 請求書〔   〕通 見積書〔   〕通 

曼殊院蔵  
和漢聯句作品集成 

冊注文 4,050 円（税込） 

 ●臨川書店 新刊情報●   

新刊 新刊 

京都大学和漢聯句研究会  

■ A5 判上製・紙カバー装・322 頁 ISBN 978-4-653-04515-1 C1092 税込 5, 060 円 （ 4,600 円 ＋ 税 ）  

 

和漢聯句作品集成 

天台宗の門跡寺院、曼殊院に所蔵

される和漢聯句作品のすべてを翻

字、時代順に編成。文明 11 年（1479）

以来、百年以上に亘る文化的営為の

学習と保存を一望する。『室町前期 和

漢聯句作品集成』『室町後期 和漢聯句

作品集成』『慶長・元和 和漢聯句作品

集成』に続く本書の刊行により、こ

の時代の和漢聯句作品のほぼ全て

が通覧可能となった。 

曼殊院蔵 
 

ＴＥＬ                              FAX 



3，300円（本体3,000円）

3，520円（本体3,200円）

3，520円（本体3,200円）

3，960円（本体3,600円）

4，400円（本体4,000円）

4，620円（本体4,200円）





ひとはなぜ日記を書き、他人の日記を読むのか？

平安官人の古記録や「紫式部日記」などから、「昭和天皇実録」に至るまで――

従来の学問的な枠組や時代に捉われることなく日記のもつ多面的な魅力を解

き明かし、数多の日記が綴ってきた日本文化の深層に迫る。

日記で読む日本史　全20巻

《各巻詳細》

倉 本 一 宏編 

山 下 克 明著 

天皇自身が記した皇位継承と政争 古 藤 真 平著 

漢文日記・土佐日記・蜻蛉日記からの展開 石川久美子著 

古瀬奈津子・東海林亜矢子 著 

源氏物語の作者が見た宮廷社会 池 田 節 子著 

『醍醐天皇御記』をめぐって 堀井佳代子著 

『栄花物語』の謎を考える 中 村 康 夫著 

一人称の成立と展開 古 橋 信 孝著 

上 野 勝 之著 

『時範記』をよむ 森 　 公 章著 

貴族日記にみる平家の実像 曽 我 良 成著 

王朝貴族と中世公家 松 薗 　 斉著 

藤 本 孝 一著 

史料として読む面白さ 尾 上 陽 介著 

松 田 泰 代著 

福地家日記史料群 下 郡 　 剛著 

 佐野真由子著 

ジャンル概念の日本史 鈴 木 貞 美著 

鈴 木 多 聞著 

倉本一宏監修

〈詳細は内容見本をご請求ください〉

（タイトルは一部変更になる場合があります）

〈＊印は既刊〉

税込3,080円

税込 3,080円

税込 3,080円

税込 3,080円

税込 3,080円

税込 3,080円

税込 3,190円

税込 3,850円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,300円

税込 3,630円

税込 3,520円



〈詳細は内容見本をご請求ください〉

真福寺善本叢刊　
第三期

神道篇　全４巻

岡田莊司・伊藤聡・阿部泰郎・大東敬明編

名古屋大学人類文化遺産テクスト学研究センター監修

真福寺（大須観音）は、仏教典籍と共に、鎌倉・南北朝時代に書写さ

れた数多くの中世神道資料が所蔵されており、研究上比類ない価値を

持つ。先の『真福寺善本叢刊』以降に発見された写本をはじめとして構

成される本叢刊は、中世神道研究のみならず、日本中世の宗教思想・

信仰文化の解明にとって多大な貢献をなすものと期待される。

《各巻詳細》

〔19/3～〕

＊第１巻　神道古典（岡田莊司編） 

＊第２巻　麗気記（伊藤聡編） 

  麗気記〔正本〕／神体図／麗気記〔副本〕／釼図／宝釼図注／法釼図聞書／麗気血脈／麗気制作抄

 第３巻　御流神道（伊藤聡編）

  神道灌頂指図／神道曼荼羅／神道印信類／神道口決類

 　＊第４巻　中世神道資料集（阿部泰郎・大東敬明編）

（収録内容は変更になる場合があります）

〈＊印は既刊〉

集道神／地本宮神太／蔵旧男長田西）抄（』事大諸『〕考参〔／事大諸／抄義徳一神  

」
事
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揃全４冊税込 112,200円

税込 26,400円

税込 26,400円

税込 28,600円

税込 30,800円



刊行年月 書名 特別価格 ご注文数 刊行年月 書名 特別価格 ご注文数 刊行年月 書名 特別価格 ご注文数

2022.2
【新刊】曼殊院蔵
和漢聯句作品集成

¥4,050 2016.7 ①日本人にとって日記とは何か ¥2,470 2016.11 ①韓国の世界遺産 宗廟 ¥2,640

2019.11 和漢聯句の楽しみ ¥2,640 2017.7 ②平安貴族社会と具中暦 ¥2,640 2016.11
②赤い星は如何にして
昇ったか

¥2,640

2008.3
室町前期
和漢聯句作品集成

¥3,170 2018.7 ③宇多天皇の日記を読む ¥2,640 2017.6 ③雲岡石窟の考古学 ¥2,820

2010.3
室町後期
和漢聯句作品集成

¥3,520 2018.1 ④「ためし」から読む更級日記 ¥2,640 2018.3
④漢倭奴国王から
          日本国天皇へ

品切

2018.2
慶長・元和
和漢聯句作品集成

¥3,700 2020.6 ⑤日記から読む摂関政治 ¥2,820 2018.10 ⑤術数学の思考 ¥2,640

2009.3
良基・絶海・義満等一座
                和漢聯句譯注

¥2,820 2017.1 ⑥紫式部日記を読み解く ¥2,640 2019.2 ⑥目録学の誕生 ¥2,640

2011.2 看聞日記紙背 和漢聯句譯注 ¥2,820 2017.7 ⑦平安宮廷の日記の利用法 ¥2,640 2019.6 ⑦理論と批評 ¥2,640

2017.7 ⑧皇位継承の記録と文学 ¥2,470 2019.5 ⑧仏教の聖者 ¥2,640

2000.5 享保以後　江戸出版書目 ¥13,670 2018.3 ⑨平安期日記文学総説 ¥2,640 2021.8 ⑨ある地方官吏の生涯 ¥2,640

2011.3 金蔵論 ¥13,200 2017.12 ⑩王朝貴族の葬送儀礼と仏事 ¥2,640 2020.4 ⑩　『紅楼夢』の世界 ¥2,640

2003.3 詩人杉浦梅潭とその時代 ¥2,470 2016.4 ⑪平安時代の国司の赴任 ¥2,470

2013.5
琉球写本『人中畫』四巻
　　　　　　　　　　付『白姓』

¥8,630 2017.1 ⑫物語がつくった驕れる平家 ¥2,470 2022.3
⑬イスラームの東・
　　　　　　　　　　中華の西

¥2,820

1998.3 明治開化期と文学 ¥3,700 2017.4 ⑬日記に魅入られた人々 ¥2,470

2021.9 眞誥 上 ¥6,520 2016.7
⑭国宝『明月記』と
　　　　　藤原定家の世界

¥2,560 2019.9 第1巻　神道古典 ¥21,120

2021.9 眞誥 下 ¥6,520 2018.3
⑯徳川日本の
ナショナル・ライブラリー

¥3,080 2019.4 第2巻　麗気記 ¥21,120

2019.5 説話の形成と周縁　古代篇 ¥2,820 2017.12 ⑰琉球王国那覇役人の日記 ¥2,640 2021.7 第3巻　御流神道 ¥22,880

2019.6 説話の形成と周縁　中近世篇 ¥2,820 2019.2
⑱クララ・ホイットニーが
　　　　綴った明治の日々

¥2,910 2020.11 第4巻　中世神道資料集 ¥24,640

1999.11 新撰字鏡 ¥15,840 2016.4 ⑲「日記」と「随筆」 ¥2,640

1999.11 新撰字鏡国語索引 ¥7,040

1994.7 和名類聚抄　外編 ¥14,960 2021.8 ①王朝再読 ¥3,000

1999.1 和名類聚抄　索引編 ¥9,680 2021.8 ②京職と支配 ¥2,730

2001.7
貴重典籍叢書 文学篇㉑《漢詩文》
白氏文集、新楽府、千載佳句

¥10,120 2022.1 ③病悩と治療 ¥2,910

1999.7
貴重典籍叢書 文学篇㉒《辞書》
和名類聚抄

¥9,680 2022.7
【最新刊】
⑤陰陽道

¥3,000

お届け先ご住所

見積書： 通 納品書： 通 請求書： 通

日付： 有　・　無

【メールマガジンのご案内】

小社ではメールマガジンの配信を行っております。
新刊の情報、古書バーゲンセール開催のお知らせなどの情報をいち早くお届けいたします。

メールマガジンの配信をご希望のお客様は、下記のチェックボックスにチェックをお願いいたします。

メールマガジンの配信を希望する

送料の記載方法： 書籍代に　含める　・　含めない

〒

　

TEL： FAX： E-mail：

●お支払区別：　　 私費購入　　   公費購入

ご必要書類

書類のお宛名：

【その他】

【王朝時代の実像】(全15巻)※下記既刊

※上記掲載書目以外のご注文も特別割引価格にて承ります。【その他】に書籍名を記入の上、ご注文ください。

＊特別割引　(20％OFF)　でのご提供は、2022年10月末日締切

ご氏名 ご勤務先

【和漢聯句】 【日記で読む日本史】(全20巻)　※下記既刊 【京大人文研東方学叢書　第1期】(全10巻　完結)

【単行書】

【京大人文研東方学叢書　第2期】※下記既刊

【真福寺善本叢刊第3期 神道篇】(全4巻　完結)

和漢比較文学会
会員様対象　特別割引注文書

株式会社　臨川書店　営業部　行

○特別割引　20％ＯＦＦ(表示価格は税込） E-mail：kyoto@rinsen.com
※ご注文価格 合計3,000円以上より送料サービス ＦＡＸ 075-781-6168  ＴＥＬ 075-721-7111


