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358 秋田の中世・浅利氏 鷲谷　　豊 無明舎出版 平成　6年
状態良　帯付(破れ約6ミリ)
平成6年3月20日初版

○ ー 売切

760 足利尊氏のすべて 櫻井彦外編 新人物往来社 平成20年
小口薄スレ少　本文良好
平成20年10月10日第1刷

ー 売切

788
阿倍清明
　謎の大陰陽師とその時代

藤巻　一保 学習研究社 平成　9年 状態良　装幀中村友和 ○ 3 1,000

1092 阿倍清明「闇」の伝承 小松　和彦 桜桃書房 平成12年 状態良　装幀川上成夫 ○ 初 800

862
アマテラスの変貌
　中世神仏交渉史の視座

佐藤　弘史 法蔵館 平成12年 状態良　装幀高麗隆彦 ○ 初 売切

1078
一休
　「狂雲集」の世界

柳田　聖山 人文書院 昭和55年
状態良　帯付（背ヤケ）
平成6年5月30日初版第13刷

○ 別掲 1,400

1246 海と列島の中世 網野　善彦
日本エディター
スクール出版部

平成　4年
状態良
平成4年2月14日第2刷

ー 1,000

1153 絵本　源氏物語
執筆
篠原昭二外

貴重本刊行会 昭和63年

頁角薄折れ跡少し外、本文良好
装幀内山晶代
監修㈶日本古典文学会
平成17年5月20日第6刷

ー 1,000

1034 役行者伝記集成 銭谷武平編著 東方出版 平成　6年 天に極薄シミ若干　本文良好 ○ 初 1,800

229 役行者ものがたり 銭谷　武平 人文書院 平成　3年
状態良
平成7年12月25日初版第8刷

○ 別掲 800

460
王の記憶
　王権と都市

五味　文彦 新人物往来社 平成19年
状態良
平成19年9月20日初版第1刷

○ 別掲 1,200

119
　清和源氏の全家系②

奥羽戦乱と東国源氏 奥富　敬之 新人物往来社 昭和63年 状態良 初 売切

1073
奥州藤原氏
　その光と影

高橋　富雄 吉川弘文館 平成　5年 小口薄スレ線　本文良好 ○ 初 1,300

698
かぐや姫の結婚
　日記が語る平安姫君の
　縁談事情

繁田　信一 ＰＨＰ研究所 平成20年
状態良　装幀一瀬錠二
本文イラスト勝山英幸
平成20年10月29日第1版第1刷

○別掲 800

124 鎌倉大仏の中世史 馬淵　和雄 新人物往来社 平成10年 小口薄スレ少　本文良好 初 売切
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125
　日本歴史叢書

鎌倉時代の交通 新城　常三 吉川弘文館 昭和42年
天小シミ少　本文良好
装幀清水良洋
平成7年11月1日新装版第1刷

○ ー 1,500

1085
　鎌倉の中世史探訪

『吾妻鏡』を歩く 末廣　昌雄 岳（ぬぷり）書房 昭和63年
小口薄スレ　本文良好
カバー折り目部分破れ少し

初 1,400

550 鎌倉舊蹟地誌　全 山名留三郎編 村田書店 昭和52年

天・小口薄シミ　本文良好
保護函付（背付近ヤケ・イタミ）
昭和52年1月31日復刻発行
「明治28年6月6日冨山房書店
発行復刻本」

ー 3,500

126 鎌倉仏教展開論 末木　文美士 トランスビュー 平成20年 状態良　装幀高麗隆彦 ○ 初 売切

127 鎌倉　北条一族 奥富　敬之 新人物往来社 昭和58年 状態良 ○ 4 売切

128
関東公方足利四代
　基氏・氏満・満兼・持氏

田辺　久子 吉川弘文館 平成14年 小口スレ　本文良好 初 1,400

647 人物叢書　桓武天皇 村尾　次郎 吉川弘文館 昭和38年 状態良　新装版 ○ 6 1,000

1058 季刊東北学　第16号
発行人

徳山　詳直

東北芸術工科
大学東北文化
研究センター

平成20年
小口スレ線　本文良好
特集「平泉、一万年の系譜の
　　　もとに」　発売所柏書房

初 800

129 木曾義仲のすべて 鈴木　彰外編 新人物往来社 平成20年 状態良　装幀倉橋三郎 初 1,500

130 北畠親房 永峯　清成 新人物往来社 昭和58年 扉・目次頁薄シミ　本文良好 〇 初 2,400

131
宮廷の女性たち
　恋とキャリアの平安レィディー

秦　澄美枝 新人物往来社 平成17年 状態良 〇 初 1,000

132 近世の民衆と芸能
京都部落史
研究所

阿吽社 平成元年
小口薄スレ　本文良好
装幀丸谷彰
平成14年2月10日第5刷

○ ー 売切

1057 『空海の風景』を旅する ＮＨＫ取材班
中央公論
新社

平成14年 小口スレ少　本文良好 ○ 2 1,200

1204 楠木正成のすべて 佐藤　和彦編 新人物往来社 平成元年
状態良
平成2年7月20日第2刷

ー 売切
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536 黒田悪党たちの中世史 新井　孝重
日本放送
出版協会

平成17年
状態良
「NHKブックス1035」
平成17年7月30日第1刷

○ ー 1,200

1327
研究入門

日本の荘園
阿部　猛 東京堂出版 平成23年

状態良
平成23年2月20日初版

○ 別掲 1,800

666
　博多湾頭攻防絵巻

元寇物語
田中　政喜 星雲書房 昭和45年 状態良 9 売切

133 源氏物語序説 上野　英二 平凡社 平成　7年 状態良　「平凡社選書160」 初 1,400

135 源平の争乱 安田　元久 新人物往来社 昭和62年 薄スレ　薄シミ　 初 700

136
源流中世
大井氏ものがたり

大井　信
杉並けやき
出版

平成17年 地スレ線　本文良好 ○ 初 700

723 御醍醐天皇と密教 内田　啓一 法蔵館 平成22年
状態良　装幀山崎登
「シリーズ　権力者と仏教2」

○ 初 1,300

1049 西行 白洲　正子 新潮社 昭和63年 帯破（約3センチ）　本文良好 ○ 27 1,000

1025
　面影びとは法然

式子内親王
石丸　晶子 朝日新聞社 平成元年 状態良　装幀多田進

帯文「第1回紫式部文学賞受賞」
○ 6 売切

137 死と境界の中世史 細川　涼一 洋泉社 平成　9年 状態良　装幀工藤強勝 初 1,600

793 下野　小山・結城一族 七宮　涬三 新人物往来社 平成17年
状態良　装幀倉橋三郎
平成17年11月25日第1刷

ー 2,800

1093 上州　新田一族 奥富　敬之 新人物往来社 昭和59年 状態良 ○ 3 売切

139
真説　平将門
　日本最初の人民解放と
　反権力の闘将

中山　茂 新人物往来社 昭和50年
薄ヤケ　薄シミ少　値札跡少
昭和50年10月10日発行

ー 売切

190 親鸞聖人ものがたり 千葉　乗隆 本願寺出版社 平成12年
状態良
平成12年8月10日第1刷

ー 700

885
親鸞と本願寺一族
　父と子の葛藤

今井　雅晴 雄山閣出版 平成11年
小口薄スレ線　本文良好
平成11年8月20日発行

○ ー 売切
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1155 親鸞の生涯 松本　章男 大法輪閣 平成　7年
状態良　装丁清水良洋
平成8年2月15日第3刷

○ ー 1,300

681
菅原道真
　詩人の運命

藤原　克己 ㈱ウェッジ 平成14年
状態良　「ウェッジ選書12」
装丁上野かおる外
平成14年9月28日第1刷

○ ー 800

141 性愛の日本中世 田中　貴子 洋泉社 平成　9年 状態良　装幀菊地信義 ○ 2 1,200

730
正々堂々、人生を闘う指針

「闘戦経」日本最古の
戦略思想

窪田　哲夫 私家版 平成22年
小口スレ線　本文良好
「大江匡房元伝　窪田哲夫簡訳」
平成22年3月20日発行

ー 売切

143
【新装版】

説話の語る日本の中世
関　幸彦 新人物往来社 平成17年

小口スレ線　本文良好
平成17年4月10日第1刷

○ ー 1,300

1275 説話の語る日本の中世 関　幸彦 ㈱そしえて 平成　4年
状態良
平成11年5月10日第3刷
「そしえて文庫101」

ー 1,500

145
平将門
　草原の野火

青木　重數 新人物往来社 平成　8年 小口薄スレ線　本文良好 ○ 初 700

147 中世都市鎌倉の風景 松尾　剛次 吉川弘文館 平成　5年 状態良 3 1,000

149
中世社会思想史の試み
　地下の思想と営為

佐藤　和彦 校倉書房 平成12年 状態良 初 1,500

1197
中世動乱期に生きる
　一揆・商人・侍・大名

永原　慶二 新日本出版社 平成　8年 小口薄スレ　本文良好 ○ 初 800

1194 中世都市十三湊と安藤氏
国立歴史民俗
博物館編

新人物往来社 平成　6年 状態良 ○ 初 1,500

797 中世の鎌倉を語る
監修
安西　篤子

平凡社 平成16年 状態良 初 1,200

148 中世の都市と民衆 林屋　辰三郎外 新人物往来社 昭和61年
状態良　装丁田村義也
昭和61年7月15日第1刷発行

ー 1,000

1332 中世の民衆と芸能
京都部落史
研究所編

阿吽社 昭和61年

状態良
帯付（折り目部分約７ミリの破れ・
スレ少）　装幀丸谷彰
平成12年2月1日初版第8刷

○ 別掲 1,500

1143
中世　村の歴史語り
　湖国「共和国」の形成史

蔵持　重裕 吉川弘文館 平成14年
小口薄スレ少　本文良好
平成14年9月20日第1刷

ー 1,400
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73 超人　役行者小角 志村　有弘 角川書店 平成　8年 状態良　帯背薄ヤケ ○ 初 800

874 沈黙の中世 網野　善彦外 平凡社 平成　2年
天小薄シミ　本文良好
平成2年10月25日初版第1刷

別掲 700

150
　北の中世を考える

津軽安藤氏と北方世界
小口　雅史編 河出書房新社 平成　7年

頁角薄折れ跡少　本文良好
装幀天野誠　「藤崎シンポジウム」

○ 初 売切

153
　一四四一年の社会史

土民嗷々
今谷　明 新人物往来社 昭和63年 状態良　装丁田村義也 〇 初 1,300

154
殴り合う貴族たち
　平安朝裏源氏物語

繁田　信一 柏書房 平成17年 状態良　装幀原田リカズ ○ 初 1,200

1113
南朝・最後の証言
奥吉野に埋没せる南朝皇胤の
末路　名門たりし熊沢家の家譜

山地　悠一郎 南朝皇愛会 平成20年 状態良　「発売所鳥影社」 初 1,300

901
　反骨の導師

日親・日奥
寺尾　英治
北村　行遠編

吉川弘文館 平成16年
小口薄スレ線　本文良好
装幀清水良洋　「日本の名僧16」

○ 初 売切

155
日本史から見た日本人・
鎌倉編
　「日本型」行動原理の確立

渡部　昇一 祥伝社 平成元年
状態良　帯(スレ少し)
平成3年11月10日第11刷

○ ー 700

1267
日本中世の社会と国家
　増補改訂版

永原　慶二 青木書店 平成　3年
小口スレ少　本文良好
平成4年2月25日第1版第3刷

別掲 1,000

273
呪いの都平安京
　呪詛・呪術・陰陽師

繁田　信一 吉川弘文館 平成18年 状態良　壮幀清水良洋 ○ 初 1,400

1293
風流と鬼
　平安の光と闇

ベルナール・
フランク

平凡社 平成10年
状態良
仏蘭久淳子訳　装幀東幸央
平成10年10月15日初版第1刷

別掲 売切

1169
武家の棟梁　源氏はなぜ
滅んだのか

野口　実 新人物往来社 平成10年
小口薄スレ少　本文良好
平成15年4月1日第2刷

ー 1,300

1198 武士世界形成の群像 安田　元久 吉川弘文館 昭和61年
小口薄スレ　頁角薄折れ跡外、
本文良好
昭和61年3月10日第1刷

ー 1,000

649 藤原純友　人物叢書 松原　弘宣 吉川弘文館 平成11年
状態良　日本歴史学会編
平成11年2月第1版第1刷

ー 1,000
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694 藤原道長　人物叢書 山中　裕 吉川弘文館 平成20年
状態良　日本歴史学会編
平成20年1月1日第1版第1刷

○ ー 1,400

691 藤原四代のすべて 七宮　涬三 新人物往来社 平成　5年
小口薄スレ線
裏表紙破れ（約3ミリ）
本文良好

○ 初 1,500

156 平安京年代記 村井　康彦 京都新聞社 平成　9年 状態良 ○ 初 1,200

157
平安京
　その歴史と構造

北村　優季 吉川弘文館 平成　7年 小口薄スレ　本文良好　 初 1,700

780
平安京のゴーストバスター
　陰陽師安倍晴明

志村　有弘 角川書店 平成　7年 状態良 ○ 初 700

786 平安京物語 村井　康彦 小学館 平成　6年 状態良　装丁なかのまさたか 初 800

160 平家物語の世界 村松　定孝 秋田書店 昭和45年
薄ヤケ　薄シミ　本文良好
カバー端部分破れ少
合戦図作成泰山哲之

初 500

700
平家物語の旅
　源平時代を歩く

志村　有弘 勉誠出版 平成15年
天・地・小口薄研磨　本文良好
装丁遠山八郎

○ 初 1,000

679
弁慶
　英雄づくりの心性史

藤原　成一 法蔵館 平成14年 状態良 ○ 初 1,400

162
的と胞衣
　中世人の生と死

横井　清 平凡社 昭和63年
小口スレ若干　本文良好
装幀中島かほる

初 1,300

163 幻の平家物語 加藤　賢三 あずさ書房 昭和56年 状態良　装幀・カット巌谷純介 2 600

390 源義経 安田　元久 新人物往来社 昭和54年
状態良
平成5年7月30日新装第1刷

○ ー 1,300

1278 新版　源義経 安田　元久 新人物往来社 平成16年
状態良
平成16年12月10日初版第1刷

ー 1,000

165
源義経
　後代の佳名を貽す者か

近藤　好和 ミネルヴァ書房 平成17年
目次頁剥がれ跡（約5ミリ）外、
本文良好　小口薄スレ少
「ミネルヴァ日本評伝選」

○ 初 売切

166 源義経の妻　新装版 藪　景三 新人物往来社 平成16年
小口薄スレ線　本文良好
装幀倉橋三郎
平成16年10月30日第1刷

○ ー 800
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1168 源頼朝のすべて 奥富　敬之編 新人物往来社 平成　7年
状態良
平成7年4月5日第1刷

○ ー 1,700

91
師直の恋
　原「忠臣蔵」

松本　徹 邑書林 平成13年 状態良 ○ 初 1,000

169
八瀬童子
　歴史と文化

宇野　日出生 思文閣出版 平成19年
状態良
平成19年4月20日発行

ー 売切

168
湯屋の皇后
　中世の性と聖なるもの

阿部　泰郎
名古屋大学
出版会

平成10年 状態良 ○ 2 売切

893 義経とその時代
大三輪　龍彦
外編

山川出版社 平成17年
小口上部薄スレ線　本文良好
平成17年5月25日第1版第1刷

○ 別掲 1,000

171 冷泉家　歌の家の人々 冷泉為人監修 書肆フローラ 平成16年 状態良 初 1,500
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