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タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

青木周蔵自伝 坂根義久 \3,800 江戸参府紀行
フィリップ・フランツ・

フォン・ジーボルト
\3,800

赤松則良半生談 赤松則良 \3,400 江戸参府随行記 Ｃ．Ｐ．ツュンベリー \4,000

秋山紀行・夜職草 鈴木牧之 \3,600 江戸参府旅行日記 エンゲルベルト・ケンペル \3,800

アブドゥッラー物語 アブドゥッラー \3,400 江戸繁昌記 1 寺門静軒 \3,000

アメリカ彦蔵自伝 1 浜田彦蔵 \3,400 江戸繁昌記 2 寺門静軒 \3,200

アメリカ彦蔵自伝 2 浜田彦蔵 \3,400 江戸繁昌記 3 寺門静軒 \3,400

アラビアのロレンス ロバート・グレーヴス \3,600 絵本江戸風俗往来 菊池貴一郎 \3,400

アラビアンナイト 1 前嶋信次 \3,200 燕京歳時記 敦崇 \3,200

アラビアンナイト 2 前嶋信次 \3,400 塩鉄論 桓寛 \3,400

アラビアンナイト 3 前嶋信次 \3,400 王船山詩文集 王夫之 \4,400

アラビアンナイト 4 前嶋信次 \3,400 王書 フィルドゥスィー \4,200

アラビアンナイト 5 前嶋信次 \3,600 往生要集 1 源信 \3,800

アラビアンナイト 6 前嶋信次 \3,600 往生要集 2 源信 \3,800

アラビアンナイト 7 前嶋信次 \4,000 大岡政談 1 辻達也 \3,800

アラビアンナイト 8 前嶋信次 \3,800 大岡政談 2 辻達也 \3,400

アラビアンナイト 9 前嶋信次 \3,600 大河内文書 さねとうけいしゅう \3,000

アラビアンナイト 10 前嶋信次 \4,000 大津事件日誌 児島惟謙 \3,200

アラビアンナイト 11 前嶋信次 \3,800 大本神諭天の巻 出口ナオ \2,600

アラビアンナイト 12 前嶋信次 \3,600 大本神諭火の巻 出口ナオ \3,200

アラビアンナイト 13 池田修 \4,000 沖縄童謡集 島袋全發 \3,200

アラビアンナイト 14 池田修 \3,600 お経様 一尊如来きの \3,400

アラビアンナイト 15 池田修 \3,400 御ふみ 蓮如 \4,000

アラビアンナイト 16 池田修 \3,200 オルドス口碑集 Ａ．モスタールト \3,400

アラビアンナイト 17 池田修 \3,600 女大学集 石川松太郎 \3,600

アラビアンナイト 18 池田修 \4,200 おんな二代の記 山川菊栄 \3,800

アラビアンナイト別巻 前嶋信次 \3,200 カーストの民 Ｊ．Ａ．デュボア・Ｈ.Ｋ.ビーチャム \3,600

アンコール踏査行 ルイ・ドラポルト \3,000 懐旧録 南条文雄 \3,600

異域録 トゥリシェン \3,200 海游録 申維翰 \3,600

イエズス会士中国書簡集 1 矢沢利彦 \3,400 科挙史 宮崎市定 \3,600

イエズス会士中国書簡集 2 矢沢利彦 \3,800 花壇地錦抄・草花絵前集 三之丞 伊藤伊兵衛 \3,400

イエズス会士中国書簡集 3 矢沢利彦 \3,600 甲子夜話 1 松浦静山 \3,800

イエズス会士中国書簡集 4 矢沢利彦 \3,600 甲子夜話 2 松浦静山 \3,800

イエズス会士中国書簡集 5 矢沢利彦 \3,800 甲子夜話 3 松浦静山 \3,600

イエズス会士中国書簡集 6 矢沢利彦 \3,800 甲子夜話 4 松浦静山 \3,800

囲碁発陽論 井上因碩 藤沢秀行 \3,800 甲子夜話 5 松浦静山 \3,800

生命のおしえ 黒住宗忠 \3,600 甲子夜話 6 松浦静山 \4,200

江戸温泉紀行 板坂輝子 \3,400 甲子夜話 三編 1 松浦静山 \3,600

江戸近郊道しるべ 村尾嘉陵 \4,200 甲子夜話 三編 2 松浦静山 \3,600
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三省堂書店 平凡社　東洋文庫商品ラインナップ №2
タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

甲子夜話 三編 3 松浦静山 \3,600 源威集 加地宏江 \3,600

甲子夜話 三編 4 松浦静山 \3,600 元曲五種 池田大伍 \3,800

甲子夜話 三編 5 松浦静山 \3,600 玄玄碁経集1 呉清源 \3,200

甲子夜話 三編 6 松浦静山 \3,600 玄玄碁経集2 呉清源 \3,000

甲子夜話続篇 1 松浦静山 \3,600 広益俗説弁 井沢蟠竜 \3,800

甲子夜話続篇 2 松浦静山 \3,600 江漢西遊日記 司馬江漢 \3,400

甲子夜話続篇 3 松浦静山 \3,000 康煕帝伝 ブーヴェ \3,000

甲子夜話続篇 4 松浦静山 \3,200 甲骨文の世界 白川静 \3,200

甲子夜話続篇 5 松浦静山 \3,200 慊堂日暦 1 松崎慊堂 \3,600

甲子夜話続篇 6 松浦静山 \3,600 慊堂日暦 2 松崎慊堂 \3,400

甲子夜話続篇 7 松浦静山 \3,800 慊堂日暦 3 松崎慊堂 \3,600

甲子夜話続編 8 松浦静山 \3,400 慊堂日暦 4 松崎慊堂 \3,400

桂太郎自伝 宇野俊一 \3,600 慊堂日暦 5 松崎慊堂 \3,800

加波山事件 野島幾太郎 \4,000 慊堂日暦 6 松崎慊堂 \3,800

カリーラとディムナ イブヌ・ル・ムカッファイ \3,800 江南春 青木正児 \3,400

川渡甚太夫一代記 師岡佑行 \4,000 小梅日記 1 川井小梅 \3,400

顔氏家訓 1 顔之推 \3,200 小梅日記 2 川井小梅 \3,600

顔氏家訓 2 顔之推 \3,000 小梅日記 3 川井小梅 \3,400

漢字の世界 1 白川静 \3,200 幸若舞 1 荒木繁 ほか \3,800

漢字の世界 2 白川静 \3,600 幸若舞 2 荒木繁 ほか \3,800

漢書郊祀志 班固 \3,000 幸若舞 3 荒木繁 ほか \3,200

漢書五行志 班固 \3,600 国文学全史 1 藤岡作太郎 \3,600

漢書食貨・地理・溝洫志 班固 \3,600 国文学全史 2 藤岡作太郎 \4,000

官子譜 1 過百齢 \3,600 五雑組 1 謝肇せつ \3,200

官子譜 2 過百齢 \3,600 五雑組 2 謝肇せつ \3,200

官子譜 3 過百齢 \3,600 五雑組 3 謝肇せつ \3,200

官子譜 4 過百齢 \3,400 五雑組 4 謝肇せつ \3,600

菅茶山と頼山陽 富士川英郎 \3,200 五雑組 5 謝肇せつ \3,000

閑板書国巡礼記 斎藤昌三 \3,800 五雑組 6 謝肇せつ \3,200

看羊録 姜はん \3,400 子育ての書 1 山住正己 中江和恵 \3,800

黄色い葉の精霊 ベルナツィーク \3,600 子育ての書 2 山住正己 中江和恵 \3,600

義経記 1 佐藤謙三 小林弘邦 \3,400 子育ての書 3 山住正己 中江和恵 \4,200

義経記 2 佐藤謙三 小林弘邦 \3,400 五台山 日比野丈夫 小野勝年 \4,000

魏書釈老志 魏収 \3,600 古代中国研究 小島祐馬 \3,400

魏晋南北朝通史内編 岡崎文夫 \4,000 古典インドの言語哲学　1 バルトリハリ \3,600

昨日は今日の物語 武藤禎夫 \3,200 古典インドの言語哲学　2 バルトリハリ \3,600

騎馬民族史 1 内田吟風 田村実造 ほか \3,800 金光大神覚 金光大神 \3,200

騎馬民族史 2 内田吟風 田村実造 ほか \4,400 今昔物語集 1 永積安明 池上洵一 \3,600

騎馬民族史 3 内田吟風 田村実造 ほか \3,600 今昔物語集 2 永積安明 池上洵一 \3,600

鳩翁道話 柴田鳩翁 \3,400 今昔物語集 3 永積安明 池上洵一 \3,800

共古随筆 山中共古 \3,600 今昔物語 4 永積安明 池上洵一 \3,400

京都守護職始末 1 山川浩 \3,200 今昔物語集 5 永積安明 池上洵一 \3,800

京都守護職始末 2 山川浩 \3,200 今昔物語集 6 永積安明 池上洵一 \3,400

京都民俗志 井上頼寿 \3,400 今昔物語集７ 池上洵一 \3,600

教坊記・北里志 崔令欽 孫棨 \3,200 今昔物語集8 池上洵一 \3,800

吉利支丹文学集 1 新村出 柊源一 \3,800 今昔物語集9 池上洵一 \3,200

吉利支丹文学集 2 新村出 柊源一 \3,800 今昔物語集10 池上洵一 \3,400

義和団民話集 牧田英二 加藤千代 \4,000 西域文明史概論・西域文化史 羽田亨 \3,600

琴棊書画 青木正児 \3,300 西遊草 小山松勝一郎 \3,200

今古奇観 1 抱甕老人 \3,400 薩摩反乱記 オーガスタス・マウンジー \3,200

今古奇観 2 抱甕老人 \3,600 ザビエル全書簡 1 フランシスコ・ザビエル \3,400

今古奇観 3 抱甕老人 \3,200 ザビエル全書簡 2 フランシスコ・ザビエル \3,400

今古奇観 4 抱甕老人 \3,200 ザビエル全書簡 3 フランシスコ・ザビエル \3,200

今古奇観 5 抱甕老人 \3,200 ザビエル全書簡 4 フランシスコ・ザビエル \3,200

金谷上人行状記 横井金谷 \3,000 三国史記 1 金富軾 \4,000

近世畸人伝・続近世畸人 伴高蹊 三熊花顛 \4,600 三国史記 2 金富軾 \4,200

近世の日本・日本近世史 内田銀蔵 \3,400 三国史記 3 金富軾 \3,600

金文の世界 白川静 \3,400 三国史記 4 金富軾 \3,200

訓蒙画解集・無言道人筆 司馬江漢 \3,600 三十三年の夢 宮崎滔天 \3,800

百済観音 浜田青陵 \3,400 山島民譚集 柳田国男 \4,000

芸苑雑稿他 岩村透 \3,400 山東民話集 飯倉照平 鈴木健之 \3,800

荊楚歳時記 宗懍 \3,400 三宝絵 源為憲 \3,200

景徳鎮陶録　1 藍浦 愛宕松男 \3,000 ジーボルト最後の日本旅 Ａ．Ｇ．Ｇ．Ｖ．ジーボルト \2,800

景徳鎮陶録　2 藍浦 愛宕松男 \3,400 シーボルト先生 1 呉秀三 \4,200

藝文おりおり草 奥野信太郎 \3,200 シーボルト先生 2 呉秀三 \3,600

ゲセル・ハーン物語 若松寛 \4,000 シーボルト先生 3 呉秀三 \3,400



三省堂書店 平凡社　東洋文庫商品ラインナップ №3
タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

小シーボルト蝦夷見聞記 Ｈ．ｖ．シーボルト \3,400 大諸礼集 1 島田勇雄 樋口元巳 \3,400

屍鬼二十五話 ソーマデーヴァ \3,400 大諸礼集 2 島田勇雄 樋口元巳 \3,200

詩経雅頌 1 白川静 \3,600 大日本産業事蹟 1 大林雄也 \3,200

詩経雅頌 2 白川静 \3,600 大日本産業事蹟 2 大林雄也 \3,800

詩経国風 白川静 \4,400 太平楽府他 日野龍夫 高橋圭一 \3,600

四書五経 竹内照夫 \3,000 大旅行記 1 イブン・バットゥータ \4,000

七王妃物語
イルアース・ビン・

ユースフ・ニザーミー
\3,400 大旅行記 2 イブン・バットゥータ \4,000

支那史学史 1 内藤湖南 \3,800 大旅行記 3 イブン・バットゥータ \4,000

支那史学史 2 内藤湖南 \3,800 唾玉集 伊原青々園 後藤宙外 \4,000

柴田収蔵日記 1 柴田収蔵 \3,800 韃靼漂流記 園田一亀 \3,400

柴田収蔵日記 2 柴田収蔵 \3,600 歎異抄・執持抄・口伝抄 親鸞 \3,200

島根のすさみ 川路聖謨 \4,000 チベットの報告 1 イッポリット・デシデリ \3,600

四民月令 崔寔 \3,000 チベットの報告 2 イッポリット・デシデリ \3,600

ジャンガル 若松寛 \3,400 中華名物考 青木正児 \3,400

十二支考 1 南方熊楠 \3,600 中国革命の階級対立 1 鈴江言一 \3,400

十二支考 2 南方熊楠 \3,400 中国革命の階級対立 2 鈴江言一 \2,800

十二支考 3 南方熊楠 \3,400 中国古代寓話集 後藤基巳 \3,600

修験道史研究 和歌森太郎 \4,200 中国古代の祭礼と歌謡 Ｍ．グラネ \4,000

蜀碧・嘉定屠城紀略・揚 彭遵泗 朱子素 王秀楚 \3,000 中国講談選 立間祥介 \3,400

シリア縦断紀行 1 ガートルード・ベル \3,200 中国思想のフランス西漸 1 後藤末雄 \3,800

シリア縦断紀行 2 Ｇ．Ｌ．ベル \3,000 中国思想のフランス西漸 2 後藤末雄 \3,600

辛亥革命見聞記 フェルナン・ファルジュネル \4,000 中国社会風俗史 尚秉和 \3,800

新猿楽記 藤原明衡 \4,000 中国・朝鮮論 吉野作造 \3,800

清俗紀聞 1 中川忠英 \3,400 中国陶瓷見聞録
フランソア・グザヴィエ・

ダントルコ－ル
\3,600

清俗紀聞 2 中川忠英 \4,000 中国の医学と技術 矢沢利彦 \4,000

清代学術概論 梁啓超 \4,000 中国の印刷術 1 トーマス・フランシス・カーター \2,800

清朝史通論 内藤湖南 \4,000 中国の印刷術 2 トーマス・フランシス・カーター \3,200

神道集 貴志正造 \3,600 中国の花譜 佐藤武敏 \3,400

新編落語の落 1 海賀変哲 \3,000 中国の酒書 中村喬 \3,200

新編落語の落 2 海賀変哲 \3,400 中国の食譜 若松寛 \4,000

人倫訓蒙図彙 朝倉治彦 \3,600 中国の茶書 布目潮渢 中村喬 \4,000

真臘風土記 周達観 \3,000 中国の伝統と革命 1 仁井田陞 \3,600

水滸後伝 1 陳忱 \3,400 中国の伝統と革命 2 仁井田陞 \4,200

水滸後伝 2 陳忱 \3,400 中国の布教と迫害 矢沢利彦 \3,800

水滸後伝 3 陳忱 \3,200 中国訪問使節日記 ジョージ・マカートニー \3,800

隋唐帝国五代史 岡崎文夫 \3,800 中国民衆叛乱史 1 谷川道雄 森正夫 \4,400

随筆北京 奥野信太郎 \3,400 中国民衆叛乱史 2 谷川道雄 森正夫 \4,600

菅江真澄随筆集 内田武志 \3,200 中国民衆叛乱史 3 谷川道雄 森正夫 \3,600

菅江真澄遊覧記 1 菅江真澄 \3,600 中国民衆叛乱史 4 谷川道雄 森正夫 \4,200

菅江真澄遊覧記 2 菅江真澄 \3,400 中国笑話選 松枝茂夫・武藤禎夫 \3,800

菅江真澄遊覧記 3 菅江真澄 \3,800 長安城中の少年 王独清 \2,800

菅江真澄遊覧記 4 菅江真澄 \3,400 朝鮮奥地紀行 1 イサベラ・バード \3,800

菅江真澄遊覧記 5 菅江真澄 \3,400 朝鮮奥地紀行 2 イサベラ・バード \4,000

西学東漸記 百瀬弘 \3,200 朝鮮歳時記 洪錫謨 \3,200

清嘉録 顧禄 \3,400 朝鮮事情 クロード・シャルル・ダレ \3,600

醒睡笑 安楽庵策伝 \3,400 朝鮮小説史 金台俊 \4,000

西洋紀聞 新井白石 \4,400 朝鮮独立運動の血史 1 朴殷植 \3,400

セイロン島誌 ロバ－ト・ノックス \4,000 朝鮮独立運動の血史 2 朴殷植 \3,400

昔夢会筆記 渋沢栄一 \4,000 朝鮮の料理書 鄭大聲 \3,400

戦国策 1 劉向 \3,400 朝鮮幽囚記 Ｈ．ハメル Ｎ．ウィットセン \3,000

戦国策 2 田辺太一 \3,400 朝鮮旅行記 ゲ.ゲ.チャガイ \3,600

戦国策 3 劉向 \3,400 懲ひ録 柳成竜 \3,600

先哲叢談 原念斎 \4,400 塵壷 河井継之助 \3,600

剪燈新話 瞿佑 \3,200 通俗伊勢物語 今西祐一郎 \4,000

宋元戯曲考 王国維 \4,000 月と不死 ニコライ・ネフスキー \3,800

想古録 1 山田三川 \3,700 詰むや詰まざるや 伊藤宗看 伊藤看寿 \3,400

想古録 2 山田三川 \3,700 続詰むや詰まざるや 門脇芳雄 \3,400

捜神記 干宝 \4,000 庭訓往来 石川松太郎 \3,800

増訂　長安の春 石田幹之助 \3,600 貞丈雑記 1 伊勢貞丈 \3,800

続日本紀1 直木孝太郎 ほか \3,600 貞丈雑記 2 伊勢貞丈 \3,600

続日本紀 2 直木孝太郎 ほか \3,400 貞丈雑記 3 伊勢貞丈 \3,800

続日本紀 3 直木孝太郎 ほか \3,600 貞丈雑記 4 伊勢貞丈 \3,800

続日本紀 4 直木孝太郎 ほか \3,800 デルスウ・ウザーラ ラジミール・アルセーニエフ \3,400

断鴻零雁記 蘇曼殊 \3,800 天工開物 宋應星 \4,000

ゾロアスター教論考
Ｅ．バンヴェニスト

Ｇ．ニヨリ
\3,400 陶淵明詩解 鈴木虎雄 \3,800

大運河発展史 星斌夫 \4,000 東海道名所記　1 浅井了意・朝倉治彦 \3,400
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東海道名所記　2 浅井了意 朝倉治彦 \3,600 日本雑事詩 黄遵憲 \3,600

東学史 呉知泳 \3,800 日本史 1 ルイス・フロイス \3,600

道教 アンリ・マスペロ \4,000 日本史 2 ルイス・フロイス \3,600

東京年中行事 1 若月紫蘭 \3,400 日本史 3 ルイス・フロイス \3,000

東京年中行事 2 若月紫蘭 \3,400 日本史 4 ルイス・フロイス \3,600

東京夢華録 孟元老 \3,600 日本史 5 ルイス・フロイス \3,800

唐詩三百首 1 蘅塘退士 \4,400 日本疾病史 富士川游 \3,800

唐詩三百首 2 蘅塘退士 \3,400 日本児童遊戯集 大田才次郎 \3,800

唐詩三百首 3 蘅塘退士 \3,000 日本事物誌 1 バジル・ホール・チェンバレン \3,800

唐詩選国字解 1 服部南郭 \3,800 日本事物誌 2 バジル・ホール・チェンバレン \3,800

唐詩選国字解 2 服部南郭 \3,200 日本巡察記 アレシャンドゥロ・ヴァリニャーノ \4,000

唐詩選国字解 3 服部南郭 \3,600 日本神話の研究 松本信広 \3,200

東西遊記 1 橘南谿 \3,400 日本神話伝説の研究 1 高木敏雄 \4,000

東西遊記 2 橘南谿 \3,200 日本神話伝説の研究 2 高木敏雄 \4,400

唐代伝奇集 1 前野直彬 \3,600 日本その日その日 1 エドワード・シルベスター・モース \3,200

唐代伝奇集 2 前野直彬 \3,400 日本その日その日 2 エドワード・シルベスター・モース \3,400

東韃地方紀行 他 間宮林蔵 \3,200 日本その日その日 3 エドワード・シルベスター・モース \3,000

東都歳時記 1 斎藤月岑 \3,200 日本大王国史 フランソア・カロン \3,400

東都歳時記 2 斎藤月岑 \3,400 日本中世史 原勝郎 \3,600

東都歳時記 3 斎藤月岑 \3,000 日本の茶書 1 林屋辰三郎 横井清 楢林忠男 \4,000

東方への私の旅 ヴィンセント・シーン \3,400 日本の茶書 2 林屋辰三郎 横井清 楢林忠男 \4,400

東遊雑記 古川古松軒 \3,400 日本風俗備考　2 ファン・オーフェルメール \3,300

東洋紀行 1 グスタフ・クライトナー \3,600 日本霊異記 原田敏明 高橋貢 \3,000

東洋紀行 2 グスタフ・クライトナー \3,800 日本旅行日記 1 アーネスト・サトウ \3,400

東洋紀行 3 グスタフ・クライトナー \3,600 日本旅行日記 2 アーネスト・サトウ \3,600

東洋金鴻 川路聖謨 \3,200 入蜀記 陸游 \3,000

東洋における素朴主義の民族と文明主義の社会 宮崎市定 \3,400 後は昔の記 林董 \4,000

東洋の理想他 岡倉天心 \3,400 パークス伝
フレデリック・ヴィクター・

ディキンズ
\3,800

東洋文明史論 桑原隲蔵 \3,400 ハーフィズ詩集 ハーフィズ \4,000

東洋遍歴記　1 フェルナン・メンデス・ピント \3,600 白居易詩抄附・中国古 白居易 \2,800

東洋遍歴記　2 フェルナン・メンデス・ピント \3,400 幕府衰亡論 福地源一郎 \3,200

東洋遍歴記　3 フェルナン・メンデス・ピント \3,600 白凡逸志 金九 \3,600

唐両京城坊攷 徐松 \3,400 幕末外交談 1 田辺太一 \3,200

伽婢子 1 浅井了意 \3,000 幕末外交談 2 田辺太一 \3,600

伽婢子 2 浅井了意 \3,800 幕末政治家 福地源一郎 \3,200

徳川盛世録 市岡正一 \3,400 幕末の宮廷 下橋敬長 \4,000

徳川慶喜公伝 1 渋沢栄一 \3,600 ハジババの冒険 1 ジェームス・モーリア \3,200

徳川慶喜公伝 2 渋沢栄一 \3,600 ハジババの冒険 2 ジェームズ・モーリア \3,800

徳川慶喜公伝 3 渋沢栄一 \4,000 稿本自然真営道 安藤昌益 \4,000

徳川慶喜公伝 4 渋沢栄一 \3,800 バタヴィア城日誌 1 村上直次郎 \3,800

杜詩講義 1 森槐南 \4,400 バタヴィア城日誌 2 村上直次郎 \4,200

杜詩講義 2 森槐南 \3,600 バタヴィア城日誌 3 村上直次郎 \4,600

杜詩講義 3 森槐南 \4,400 八代集1 奥村恒哉 \4,200

杜詩講義 4 森槐南 \3,600 八代集2 奥村恒哉 \4,200

トルキスタンの再会 エリノア・ラティモア \3,400 八代集3 奥村恒哉 \4,200

長崎海軍伝習所の日々 リーダー・カッテンディーケ \3,000 八代集 4 奥村恒哉 \4,400

長崎日記・下田日記 川路聖謨 \3,200 薔薇園 サアディー \4,000

名ごりの夢 今泉みね \3,200 ハリス伝 カール・クロウ \3,200

ナスレッディン・ホジャ物語 護雅夫 \3,400 板橋雑記蘇州画舫録 余懐 西渓山人 \3,000

南島雑話 1 名越左源太 \2,800 晩清小説史 阿栄 \4,200

南島雑話 2 名越左源太 \3,000 パンソリ 申在孝 \3,600

南嶋探験 1 笹森儀助 \3,600 蕃談 次郎吉 \3,400

南嶋探験 2 笹森儀助 \3,800 東アジア民族史 1 井上秀雄 ほか \3,800

南蛮更紗 新村出 \4,000 東アジア民族史 2 井上秀雄ほか \4,600

南洋探検実記 鈴木経勲 \3,400 風土記 吉野裕 \4,200

ニーティサーラ カーマンダキ \3,200 武江年表 1 斎藤月岑 \3,000

入唐求法巡礼行記 1 円仁 \3,600 武江年表 2 斎藤月岑 \3,600

入唐求法巡礼行記 2 円仁 \3,600 占術大集成　1 ヴァラ－ハミヒラ \3,700

日本アルプス登攀日記 Ｗ．ウェストン \3,400 占術大集成　2 ヴァラ－ハミヒラ \3,700

日本医学史綱要 1 富士川游 \3,000 文芸東西南北 木村毅 \3,600

日本医学史綱要 2 富士川游 \3,000 北京の伝説 金受申 \3,600

日本奥地紀行 イザベラ・バード \4,000 北京風俗図譜 1 青木正児 \3,000

日本お伽集 1 森林太郎 ほか \3,800 北京風俗図譜 2 青木正児 \2,800

日本お伽集 2 森林太郎 ほか \3,800 北京籠城北京籠城日記 柴五郎 服部宇之吉 \3,400

日本教育史 1 佐藤誠実 \3,000 ベニョフスキー航海記 モーリツ・ベニョフスキー \3,600

日本教育史 2 佐藤誠実 \3,000 ペルシア逸話集 カイ・カーウース ニザーミー \3,600
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ペルシア見聞記 Ｊ．シャルダン \3,600 モンゴル秘史 1 村上正二 \3,800

ペルシア放浪記 Ａ．ヴァーンベーリ \3,400 モンゴル秘史 2 村上正二 \4,200

蒲寿庚の事蹟 桑原隲蔵 \3,600 モンゴル秘史 3 村上正二 \4,200

抱朴子 内編 葛洪 \4,200 問俗録 陳盛韶 \3,200

抱朴子外篇 1 葛洪 \3,000 邪馬臺国論考 1 橋本増吉 \3,600

抱朴子外篇 2 葛洪 \3,000 邪馬臺国論考 2 橋本増吉 \3,600

墨子 薮内清 \3,800 邪馬臺国論考 3 橋本増吉 \3,400

星亨とその時代 1 野沢けい一 \3,200 ヤング・ジャパン 1 ジョン・レディ・ブラック \3,400

星亨とその時代 2 野沢けい一 \4,000 ヤング・ジャパン 2 ジョン・レディ・ブラック \3,000

ホスローとシーリーン
イルアース・ビン・

ユースフ・ニザーミー
\3,800 ヤング・ジャパン 3 ジョン・レディ・ブラック \3,600

法顕伝・宋雲行紀 長沢和俊 \3,200 維摩経 石田瑞麿 \3,200

本草綱目啓蒙 1 小野蘭山 \3,600 幽明録・遊仙窟他 前野直彬 尾上兼英 ほか\3,200

本草綱目啓蒙 2 小野蘭山 \3,600 酉陽雑俎1 段成式 \3,400

本草綱目啓蒙 3 小野蘭山 \3,600 酉陽雑俎2 段成式 \3,400

本草綱目啓蒙 4 小野蘭山 \3,600 酉陽雑俎3 段成式 \3,600

本朝食鑑 1 人見必大 \3,600 酉陽雑俎4 段成式 \3,600

本朝食鑑 2 人見必大 \3,600 酉陽雑俎5 段成式 \4,000

本朝食鑑 3 人見必大 \4,000 遊歴雑記初編 1 十方庵敬順 \3,600

本朝食鑑 4 人見必大 \4,000 遊歴雑記初編 2 十方庵敬順 \2,800

本朝食鑑 5 人見必大 \4,000 夢の七十余年 西原亀三 \3,200

本朝度量権衡攷 1 狩谷えき斎 \3,400 洋楽事始 伊沢修二 \3,600

本朝度量権衡攷 2 狩谷えき斎 \3,400 四人の托鉢僧の物語 ミール・アンマン \3,400

前野蘭化 1 岩崎克己 \3,400 ラーマーヤナ　1 ヴァ－ルミ－キ \3,800

前野蘭化 2 岩崎克己 \3,400 ラーマーヤナ　2 ヴァ－ルミ－キ \4,300

前野蘭化 3 岩崎克己 \3,200 ライラとマジュヌーン
イルアース・ビン・

ユースフ・ニザーミー
\2,800

将門記 1 梶原正昭 \3,600 洛陽伽藍記 楊衒之 \3,200

将門記 2 梶原正昭 \4,000 羅生門の鬼 島津久基 \3,400

マッテオ・リッチ伝 平川祐弘 \3,400 楽郊紀聞 1 中川延良 \4,400

マッテオ・リッチ伝 2 平川祐弘 \3,400 楽郊紀聞 2 中川延良 \3,800

マッテオ・リッチ伝 3 平川祐弘 \3,400 良寛歌集 良寛 \3,600

松本順自伝・長与専斎自伝 小川鼎三 酒井シヅ \2,800 歴代名画記 1 張彦遠 \3,800

祭 松平斉光 \3,800 歴代名画記 2 張彦遠 \3,600

真名本　曾我物語 1 青木晃 ほか \3,400 列子 1 福永光司 \3,200

真名本　曾我物語 2 青木晃ほか \3,600 列子 2 福永光司 \3,600

ミール狂恋詩集 ミ－ル \3,500 魯迅 丸山昇 \3,000

みかぐらうたおふでさ 中山みき \3,200 魯迅「野草」全釈 片山智行 \3,200

南方熊楠文集 1 南方熊楠 \4,000 魯庵随筆読書放浪 内田魯庵 \3,800

南方熊楠文集 2 南方熊楠 \4,000 老残遊記 劉鶚 \3,400

源頼朝 山路愛山 \4,000 楼蘭 アルバート・ヘルマン \3,000

耳袋 1 根岸鎮衛 \4,200 鹿洲公案 藍鼎元 \3,000

耳袋 2 根岸鎮衛 \3,800 論語徴 1 荻生徂来 \3,600

苗族民話集 村松一弥 \4,200 論語徴 2 荻生徂来 \4,000

都風俗化粧伝 佐山半七丸 \3,400 論衡 王充 \3,000

ミリンダ王の問い 1 中村元 早島鏡正 \3,800 和漢三才図会 1 寺島良安 \4,400

ミリンダ王の問い 2 中村元・早島鏡正 \3,600 和漢三才図会 2 寺島良安 \4,000

ミリンダ王の問い 3 中村元 早島鏡正 \4,000 和漢三才図会 3 寺島良安 \4,400

むかしばなし 工藤真葛 中山栄子 \3,100 和漢三才図会 4 寺島良安 \4,000

夢渓筆談 1 沈括 \3,200 和漢三才図会 5 寺島良安 \4,000

夢渓筆談 2 沈括 \3,400 和漢三才図会 6 寺島良安 \3,800

夢渓筆談 3 沈括 \3,600 和漢三才図会 7 寺島良安 \4,200

夢酔独言他 勝小吉 \2,800 和漢三才図会 8 寺島良安 \4,400

室町殿物語　1 楢村長教 笹川祥生 \3,800 和漢三才図会 9 寺島良安 \3,800

室町殿物語　2 楢村長教 笹川祥生 \3,600 和漢三才図会 10 寺島良安 \3,600

明夷待訪録 黄宗義 \2,800 和漢三才図会 11 寺島良安 \4,000

明治大正史 柳田国男 \3,800 和漢三才図会 12 寺島良安 \3,600

明治東京逸聞史 1 森銑三 \4,000 和漢三才図会 13 寺島良安 \4,000

明治東京逸聞史 2 森銑三 \4,400 和漢三才図会 14 寺島良安 \3,600

明治日本体験記
ウィリアム・エリオット・

グリフィス
\3,600 和漢三才図会 15 寺島良安 \4,000

モンゴル帝国史 1
コンスタンティン・

ムラジャ・ドーソン
\4,200 和漢三才図会 16 寺島良安 \4,200

モンゴル帝国史 2
コンスタンティン・

ムラジャ・ドーソン
\4,200 和漢三才図会 17 寺島良安 \4,000

モンゴル帝国史 3
コンスタンティン・

ムラジャ・ドーソン
\3,400 和漢三才図会 18 寺島良安 \4,200

モンゴル帝国史 4
コンスタンティン・

ムラジャ・ドーソン
\4,200 をなり神の島 1 伊波普猷 \3,600

モンゴル帝国史 5
コンスタンティン・

ムラジャ・ドーソン
\4,200 をなり神の島 2 伊波普猷 \3,800

モンゴル帝国史 6
コンスタンティン・

ムラジャ・ドーソン
\4,200

インターネット（三省堂書店楽天市場店）でもご注文いただけます。
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