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三省堂書店オンデマンド 商品ラインナップ  笠間書院 №1

タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

『曾我物語』その表象と再生 会田実 ¥8,000 源氏物語回廊（１） 池田利夫 ¥9,500

現代語助詞「は」の構文論的研究 青木伶子 ¥12,500 源氏物語回廊（２） 池田利夫 ¥9,500

日本朗詠史　年表篇 青柳隆志 ¥15,000 校本唐物語 池田利夫 ¥1,000

藤原定家全歌集 赤羽淑 ¥2,000 堤中納言 宮内庁書陵部本 池田利夫 ¥2,000

名古屋大学本拾遺愚草 赤羽淑 ¥8,000 更級日記 池田利夫 ¥2,000

日本語音韻史・アクセント史論 秋永一枝 ¥11,500 堤中納言物語 池田利夫 ¥2,200

東京弁アクセントの変容 秋永一枝 ¥7,800 高松宮本堤中納言物語 池田利夫 ¥2,200

平安文学の論 秋山虔 ¥3,700 池田利夫 ¥11,000

古典をどう読むか 秋山虔 ¥2,500 源氏物語の文献学的研究序説 池田利夫 ¥13,000

台湾における道教儀礼の研究 浅野春二 ¥13,500 文学言語の探究　記述行為論序説 石川則夫 ¥6,000

原文&現代語訳　鬼神論・鬼神新論 浅野三平 ¥2,800 慈円和歌論考 石川一 ¥16,505

古事記を解読する　新しい文脈の発見 浅野良一 ¥2,200 磯水絵 ¥12,500

新注古事談 浅見和彦 ¥2,900 曲亭馬琴の世界　戯作とその周縁 板坂則子 ¥13,000

方丈記 浅見和彦 ¥1,800 鎌倉時代物語集成〈別巻〉 市古貞次 ¥12,500

万葉和歌史論考 阿蘇瑞枝 ¥24,000 鎌倉時代物語集成　第一巻 市古貞次 ¥11,650

校註古代説話 阿蘇瑞枝 ¥1,800 鎌倉時代物語集成　第二巻 市古貞次 ¥13,107

萬葉集全歌講義〈1〉巻第一・巻第二 阿蘇瑞枝 ¥9,500 鎌倉時代物語集成　第三巻 市古貞次 ¥12,621

萬葉集全歌講義〈3〉巻第五・巻第六 阿蘇瑞枝 ¥12,000 鎌倉時代物語集成　第四巻 市古貞次 ¥13,107

萬葉集全歌講義〈5〉巻第九・巻第十（１） 阿蘇瑞枝 ¥8,250 鎌倉時代物語集成　第五巻 市古貞次 ¥13,000

萬葉集全歌講義〈5〉巻第九・巻第十（２） 阿蘇瑞枝 ¥8,250 鎌倉時代物語集成　第六巻 市古貞次 ¥14,078

萬葉集全歌講義〈6〉 巻第十一・巻第十二（１） 阿蘇瑞枝 ¥8,250 鎌倉時代物語集成　第七巻 市古貞次 ¥9,709

萬葉集全歌講義〈6〉 巻第十一・巻第十二（２） 阿蘇瑞枝 ¥8,250 源氏物語古注釈書尋流抄 井爪康之 ¥17,000

萬葉集全歌講義〈7〉巻第十三・巻第十四 阿蘇瑞枝 ¥12,000 中世和歌連歌の研究 伊藤伸江 ¥7,800

萬葉集全歌講義〈8〉巻第十五・巻第十六 阿蘇瑞枝 ¥10,000 和泉式部　和歌と生活 伊藤博 ¥5,800

物語文学組成論1　源氏物語 阿部好臣 ¥13,000 和泉式部日記研究 伊藤博 ¥9,709

物語文学組成論2　創生と変容 阿部好臣 ¥14,000 蜻蛉日記研究序説 伊藤博 ¥8,000

文の理解と意味の創造 天野みどり ¥2,200 源氏物語の研究　物語流通機構論 稲賀敬二 ¥10,680

日本語構文の意味と類推拡張 天野みどり ¥2,800 源氏物語の研究　成立と伝流　補訂版 稲賀敬二 ¥13,000

今川了俊の研究 荒木尚 ¥11,000

千載和歌集の基礎的研究 有吉保 ¥8,000

新古今和歌集の研究　続篇 有吉保 ¥13,107

李明玉 ¥3,800
日本語と韓国語の慣用表現の差異
比較言語文化学の立場から

『源氏物語』時代の音楽研究
中世の楽書から

日中比較文学の基礎研究
翻訳説話とその典拠　補訂版

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。※一部商品を除く
http://item.rakuten.co.jp/books-sanseido/c/0000000460/
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№2 三省堂書店オンデマンド 商品ラインナップ  笠間書院

タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

稲賀敬二 ¥8,000 竹むきが記全注釈 岩佐美代子 ¥8,500

稲賀敬二 ¥6,500 宮廷女流文学読解考　総論・中古編 岩佐美代子 ¥6,500

稲賀敬二 ¥9,000 宮廷女流文学読解考　中世編 岩佐美代子 ¥11,500

稲賀敬二 ¥8,000 京極派歌人の研究　改訂新装版 岩佐美代子 ¥12,000

稲賀敬二 ¥9,000 京極派和歌の研究　改訂増補新装版 岩佐美代子 ¥14,000

稲賀敬二 ¥11,000 玉葉和歌集全注釈　上 岩佐美代子 ¥17,476

和歌四天王の研究（１） 稲田利徳 ¥14,000 玉葉和歌集全注釈　中 岩佐美代子 ¥13,592

和歌四天王の研究（２） 稲田利徳 ¥14,000 玉葉和歌集全注釈　下 岩佐美代子 ¥17,476

正徹の研究　中世歌人研究（１） 稲田利徳 ¥15,000 玉葉和歌集全注釈　別巻 岩佐美代子 ¥8,738

正徹の研究　中世歌人研究（２） 稲田利徳 ¥15,000 風雅和歌集全注釈　上巻 岩佐美代子 ¥18,000

稲田利徳 ¥3,800 風雅和歌集全注釈　中巻 岩佐美代子 ¥14,000

徒然草論 稲田利徳 ¥18,000 風雅和歌集全注釈　下巻 岩佐美代子 ¥19,000

木簡による日本語書記史　【2011増訂版】 犬飼隆 ¥2,800 讃岐典侍日記全注釈 岩佐美代子 ¥3,500

犬飼隆 ¥2,000 校訂 中務内侍日記全注釈 岩佐美代子 ¥9,000

上代文字言語の研究 犬飼隆 ¥5,500 岩田ななつ ¥2,500

百人一首　王朝和歌から中世和歌へ 井上宗雄 ¥2,200 上田武 ¥2,000

百人一首を楽しくよむ 井上宗雄 ¥2,200 古今和歌集論　万葉集から平安文学へ 宇佐美昭徳 ¥7,500

和歌　典籍　俳句 井上宗雄 ¥4,800 琉球方言文法の研究 内間直仁 ¥19,000

中世歌壇と歌人伝の研究 井上宗雄 ¥13,500 梅野きみ子 ¥11,500

平安後期歌人伝の研究　増補版 井上宗雄 ¥15,000 江口正弘 ¥7,800

恋愛小説の誕生　ロマンス・消費・いき 井上泰至 ¥2,500 海道記の研究　本文篇　研究篇 江口正弘 ¥8,500

井上泰至 ¥2,200 天草版平家物語の語彙と語法 江口正弘 ¥11,650

雨月物語論　源泉と主題 井上泰至 ¥9,500 遠藤宏 ¥12,000

森敦論 井上謙 ¥2,800 定家仮名遣の研究 遠藤和夫 ¥11,000

日本文学色彩用語集成　―近世―（１） 伊原昭 ¥14,000 竹取物語　現代語訳対照・索引付 大井田晴彦 ¥2,000

日本文学色彩用語集成　中世編 伊原昭 ¥9,500 大浦誠士 ¥12,500

日本文学色彩用語集成　―上代二― 伊原昭 ¥28,000 岩野泡鳴の研究 大久保典夫 ¥6,800

色へのことばをのこしたい 伊原昭 ¥2,500 大久保恵子 ¥9,500

王朝の色と美 伊原昭 ¥12,000 大久保恵子 ¥9,500

伊原昭 ¥4,000 筑紫文学圏論　山上憶良 大久保廣行 ¥8,000

色彩と文芸美　古典における 伊原昭 ¥4,200 筑紫文学圏と高橋虫麻呂 大久保廣行 ¥8,800

増補版　万葉の色　その背景をさぐる 伊原昭 ¥6,500 筑紫文学圏論　大伴旅人　筑紫文学圏 大久保廣行 ¥11,165

紫林残照 今井源衛 ¥2,900 大槻福子 ¥7,000

大和物語評釈　上巻 今井源衛 ¥9,500 上田秋成文学の研究 大輪靖宏 ¥9,500

大和物語評釈　下巻 今井源衛 ¥12,500 やまとことば表現論　源頼俊へ 岡崎真紀子 ¥11,000

王朝の物語と漢詩文 今井源衞 ¥9,000 江戸の翻訳空間　新訂版 岡田袈裟男 ¥9,000

源氏物語の思念 今井源衞 ¥7,000 二条良基研究 小川剛生 ¥14,000

源氏物語 表現の理路 今井上 ¥11,000 小川陽子 ¥15,500

旅する女たち　超越と逸脱の王朝文学 今関敏子 ¥2,200 尾西康充 ¥2,900

『方丈記』と仏教思想 今成元昭 ¥11,000 「隆達節歌謡」の基礎的研究 小野恭靖 ¥11,650

文机談全注釈 岩佐美代子 ¥12,000 中世歌謡の文学的研究 小野恭靖 ¥14,563

宮廷に生きる　天皇と女房と 岩佐美代子 ¥1,800 近世歌謡の諸相と環境 小野恭靖 ¥17,000

あめつちの心 岩佐美代子 ¥2,500 大伴家持研究 小野寛 ¥10,000

永福門院　飛翔する南北朝女性歌人 岩佐美代子 ¥2,500 新選万葉集抄　新装版 小野寛 ¥2,900

校注文机談 岩佐美代子 ¥2,000 源三位頼政集全釈 小原幹雄 ¥14,000

平安朝文学の色相
特に散文作品について

秀吉の対外戦争　変容する語りとイメージ
前近代日朝の言説空間

稲賀敬二コレクション〈2〉
前期物語の成立と変貌

稲賀敬二コレクション〈1〉
物語流通機構論の構想

稲賀敬二コレクション〈6〉
日記文学と『枕草子』の探究

稲賀敬二コレクション〈5〉
王朝歌人とその作品世界

稲賀敬二コレクション〈4〉
後期物語への多彩な視点

木簡から探る和歌の起源
「難波津の歌」がうたわれ書かれた時代

人が走るとき
古典のなかの日本人と言葉

陶淵明像の生成
どのように伝記は作られたか

岩佐美代子の眼
古典はこんなにおもしろい

古代和歌の基層
万葉集作者未詳歌論序説

語意の解釈がゆれる
中古語と中世語の考察

えんとその周辺
平安文学の美的語意の研究

稲賀敬二コレクション〈3〉
『源氏物語』とその享受資料

万葉集の様式と表現
伝達可能な造形としての〈心〉

『夜の寝覚』の構造と方法
平安後期から中世への展開

田村泰次郎の戦争文学
中国山西省での従軍体験から

『源氏物語』享受史の研究
付 『山路の露』『雲隠六帖』校本

チェンバレン『日本語口語入門』
第２版　翻訳 付索引（１）
チェンバレン『日本語口語入門』
第２版　翻訳 付索引（２）



三省堂書店オンデマンド 商品ラインナップ  笠間書院 №3

タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

表章 ¥3,300 古今和歌集 片桐洋一 ¥4,900

文庫・新書で読む日本の書物　古代編 小山田和夫 ¥3,500 物語の〈皇女〉　もうひとつの王朝物語史 勝亦志織 ¥4,200

落窪物語注釈（１） 柿本奨 ¥15,000 上田秋成の思想と文学 加藤裕一 ¥7,500

落窪物語注釈（２） 柿本奨 ¥15,000 万葉詩史の論 金井清一 ¥9,000

とはずがたり（四）
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,000 年表資料 上代文学史　新装版 金井清一 ¥2,200

とはずがたり（五）
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,000 宣長と『三大考』 金沢英之 ¥4,500

御所本うち拾遺物語（下）　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,200 風土記受容史研究 兼岡理恵 ¥9,800

浜松中納言物語（一）　国会図書館蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 八丈方言のいきたことば 金田章宏 ¥1,500

浜松中納言物語（五）　国会図書館蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 八丈方言動詞の基礎研究 金田章宏 ¥15,000

和歌秘伝抄　細川幽斎奥書　編者蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 保田與重郎書誌 神谷忠孝 ¥7,500

伊達本古今和歌集　藤原定家筆
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,500 中世王朝物語史論　上巻 辛島正雄 ¥8,000

桂宮本宇津保物語　俊蔭巻　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 中世王朝物語史論　下巻 辛島正雄 ¥8,800

御所本ささめごと（上）　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,600 栄花物語新註 河北騰 ¥2,900

落窪物語（一）　斑山文庫旧蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,200 水鏡全評釈 河北騰 ¥9,000

落窪物語（二）　斑山文庫旧蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,200 歴史物語論考 河北騰 ¥8,500

落窪物語（三）　斑山文庫旧蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 『源氏物語』の源泉と継承 川島絹江 ¥14,000

落窪物語（四）　斑山文庫旧蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 中世和歌論（１） 川平ひとし ¥9,000

高野本平家物語（二）　東大国語研究室蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 中世和歌論（２） 川平ひとし ¥9,000

高野本平家物語（九）　東大国語研究室蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 中世和歌テキスト論　定家へのまなざし 川平ひとし ¥14,000

高野本平家物語（十）　東大国語研究室蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 蜻蛉日記の表現と和歌 川村裕子 ¥6,800

高野本平家物語（十二）　東大国語研究室蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 王朝文学の光芒 川村裕子 ¥5,500

黒川本紫日記　下　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,100 三巻本枕冊子抄 神作光一 ¥1,800

水府明徳会彰考館蔵無名草子
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 曽禰好忠集の校本・総索引 神作光一 ¥11,000

御所本百人一首抄　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,000 日本神話論考　出雲神話篇 神田典城 ¥7,000

御所本百人秀歌　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,000 対照神代記紀 神田典城 ¥1,800

御所本伊勢物語
冷泉為和筆　宮内庁書陵部蔵

笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 能と古注釈書 神田裕子 ¥7,200

御所本四条宮下野集　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 神野藤昭夫 ¥2,500

御所本和漢兼作集　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,200 西行和歌と仏教思想 金任仲 ¥9,500

御所本大斎院御集　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,000 金時徳 ¥6,800

正徹筆　静嘉堂文庫蔵徒然草（上）
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 伊達本　古今和歌集　藤原定家筆 久曽神昇 ¥2,900

正徹筆　静嘉堂文庫蔵徒然草（下）
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 貞門談林諸家句集 雲英末雄 ¥2,000

曽禰好忠集
伝冷泉為相筆　宮内庁書陵部蔵

笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 平家物語転読　何を語り継ごうとしたのか 日下力 ¥2,500

百人一首　堯孝筆　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,000 源氏物語のテマティスム　語りと主題 葛綿正一 ¥7,800

大斎院前の御集　日本大学図書館蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,800 源氏物語のエクリチュール 葛綿正一 ¥7,500

御物更級日記　藤原定家筆
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,000 萬葉集校注拾遺 工藤力男 ¥3,800

水無瀬恋十五首歌合　編者蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,500 かなしき日本語 工藤力男 ¥2,500

水無瀬恋十五首歌合　〔親長本〕日大図書館蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥1,000 古事記の生成 工藤隆 ¥6,117

千載和歌集（下）　宮内庁書陵部蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,500 折の文学　平安和歌文学論 久保木哲夫 ¥7,200

新古今略注　幽斎筆　永青文庫蔵
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,000 平安時代私家集の研究 久保木哲夫 ¥11,000

能因本枕草子　下
笠間影印叢刊
刊行会 ¥2,136 林葉和歌集　研究と校本 久保木秀夫 ¥11,000

樫原修 ¥3,600 千載和歌集 久保田淳 ¥2,900

片桐洋一 ¥2,000 上代日本の文学と時間 粂川光樹 ¥11,000

源氏物語以前 片桐洋一 ¥9,500 柿本人麻呂　ことばとこころの探求 倉住薫 ¥5,800

歌枕　歌ことば辞典　増訂版 片桐洋一 ¥4,900 倉田良成 ¥2,500

古今和歌集以後 片桐洋一 ¥13,000 源氏物語私論　夕顔の巻を中心として 黒須重彦 ¥6,000

ささくれた心の滋養に、
絵・音・言葉をほんの一滴

能楽研究講義録
六十年の足跡を顧みつつ

「私」という方法
フィクションとしての私小説
小野小町追跡
「小町集」による小町説話の研究　新装版

異国征伐戦記の世界
韓半島・琉球列島・蝦夷地

知られざる王朝物語の発見
物語山脈を眺望する



№4　　 三省堂書店オンデマンド 商品ラインナップ  笠間書院

タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

仏と女の室町　物語草子論 恋田知子 ¥12,000 古事記の語り口 阪下圭八 ¥7,800

古事記注解〈2〉 神野志隆光 ¥4,369 半井本　保元物語　本文・校異・訓釈編 坂詰力治 ¥9,500

古事記注解〈4〉 神野志隆光 ¥4,500 中世日本語論攷 坂詰力治 ¥12,500

新注土左日記 小久保崇明 ¥1,500 国語史の中世論攷 坂詰力治 ¥19,000

宇津保物語の語彙・語法など 小久保崇明 ¥7,500 廣津和郎論考 坂本育雄 ¥6,500

水鏡　影印・翻刻・研究 小久保崇明 ¥7,500 中近世声調史の研究 坂本清恵 ¥16,000

水鏡とその周辺の語彙・語法 小久保崇明 ¥9,000 上代語の表現と構文 佐佐木隆 ¥10,000

竹むきが記研究 五條小枝子 ¥12,000 古今集の桜と紅葉 佐田公子 ¥3,700

平安朝物語の形成 後藤幸良 ¥16,500 自動詞文と他動詞文の意味論 佐藤琢三 ¥2,800

翁と媼の源氏物語 小林とし子 ¥2,000 藤原為家研究（１） 佐藤恒雄 ¥14,000

説話集の方法 小林保治 ¥12,000 藤原為家研究（２） 佐藤恒雄 ¥14,000

生としての文学　高見順論 小林敦子 ¥2,500 詩の在りか　口語自由詩をめぐる問い 佐藤伸宏 ¥3,200

さすらい姫考 小林とし子 ¥2,500 日本言語思想史 猿田知之 ¥9,000

小林とし子 ¥2,900 枕草子の美意識 沢田正子 ¥9,000

小林美和子 ¥8,800 蜻蛉日記の美意識 沢田正子 ¥14,563

小松英雄 ¥1,800 源氏物語の祈り 沢田正子 ¥9,000

日本語の歴史　青信号はなぜアオなのか 小松英雄 ¥2,200 万葉歌人 田辺福麻呂論 塩沢一平 ¥6,800

日本語書記史原論　〔補訂版〕　新装版 小松英雄 ¥3,300 繁田信一 ¥2,500

小松英雄 ¥2,900 志立正知 ¥2,500

丁寧に読む古典 小松英雄 ¥2,500 島内景二 ¥2,500

小松英雄 ¥2,900 源氏物語の影響史 島内景二 ¥13,500

仮名文の構文原理［増補版］新装版 小松英雄 ¥2,900 徒然草文化圏の生成と展開 島内裕子 ¥13,000

小松英雄 ¥2,900 『おもろさうし』と琉球文学 島村幸一 ¥17,000

国語史学基礎論　2006簡装版 小松英雄 ¥5,800 志賀直哉の方法 下岡友加 ¥2,800

院政期文学論（１） 小峯和明 ¥4,900 白石真子 ¥4,700

院政期文学論（２） 小峯和明 ¥4,900 新古今集古注集成 近世旧注編〈4〉
新古今集
古注集成の会 ¥14,000

小峯和明 ¥18,000 新古今集古注集成 近世新注編〈1〉
新古今集
古注集成の会 ¥15,000

今昔物語集の形成と構造　補訂版 小峯和明 ¥16,505 後撰和歌集研究 杉谷寿郎 ¥13,000

中世法会文芸論 小峯和明 ¥9,000 語形対照　古典日本語の時間表現 鈴木泰 ¥2,500

枕草子　逸脱のまなざし 小森潔 ¥3,900 証本源氏物語　夕顔 鈴木知太郎 ¥1,500

平安日記の表象 小谷野純一 ¥5,500 証本源氏物語　若紫 鈴木知太郎 ¥1,800

女流日記への視界 小谷野純一 ¥6,500 証本源氏物語　桐壷 鈴木知太郎 ¥1,000

紫式部日記 小谷野純一 ¥2,000 近世噺本の研究 鈴木久美 ¥9,000

文献から読み解く日本語の歴史 今野真二 ¥3,800 涙から読み解く源氏物語 鈴木貴子 ¥6,000

『源氏物語』表現の基層 今野鈴代 ¥9,000 古今和歌集表現論 鈴木宏子 ¥8,500

古代の読み方　神話と声／文字 西條勉 ¥2,800 王朝和歌の想像力　古今集と源氏物語 鈴木宏子 ¥12,000

アジアのなかの和歌の誕生 西條勉 ¥8,800 元禄歌舞伎の研究 増補版 諏訪春雄 ¥9,000

古事記と王家の系譜学 西條勉 ¥9,500 近松世話浄瑠璃の研究 諏訪春雄 ¥12,000

紫式部伝 斎藤正昭 ¥2,200 近世芸能史論 諏訪春雄 ¥19,000

源氏物語成立研究　執筆順序と執筆時期 斎藤正昭 ¥8,000 平安朝歌物語の研究　〔大和物語篇〕 妹尾好信 ¥7,800

源氏物語　展開の方法 斎藤正昭 ¥8,252 妹尾好信 ¥9,500

赤染衛門とのそ周辺 斎藤煕子 ¥13,000 中世王朝物語　表現の探究 妹尾好信 ¥11,000

枕草子抜書 榊原邦彦 ¥1,500 平安物語の動画的表現と役柄語 関一雄 ¥2,000

軍記物語選 榊原邦彦 ¥1,800 国語複合動詞の研究 関一雄 ¥7,500

和歌史のなかの万葉集 阪下圭八 ¥6,800 平安時代和文語の研究 関一雄 ¥11,650

太宰春臺の詩文論
徂徠学の継承と転回

宝鏡寺蔵『妙法天神経解釈』
全注釈と研究

王朝の表現と文化
源氏物語・枕草子を軸として

女神の末裔
日本古典文学から辿る〈さすらい〉の生

みそひと文字の抒情詩［新装版］
古今和歌集の和歌表現を解きほぐす

伊勢物語の表現を掘り起こす
《あづまくだり》の起承転結

古典再入門
『土左日記』を入りぐちにして

平安朝歌物語の研究
〔伊勢物語篇〕〔平中物語篇〕〔伊勢集巻頭歌物語篇〕

柳沢吉保と江戸の夢
元禄ルネッサンスの開幕

〈歴史〉を創った秋田藩
モノガタリが生まれるメカニズム

古典和歌解読
和歌表現はどのように深化したか［増補版］

紫式部の父親たち
中級貴族たちの王朝時代へ



三省堂書店オンデマンド 商品ラインナップ  笠間書院 №5

タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

豊島与志雄研究 関口安義 ¥8,000 山家集の校本と研究（２） 寺澤行忠 ¥19,418

風土記の文字世界 瀬間正之 ¥6,600 万葉東歌　古代東方の歌謡 土井清民 ¥6,500

藤原定家論 五月女肇志 ¥8,000 『古事記』成立の背景と構想 遠山一郎 ¥8,500

歌垣と東アジアの古代歌謡 曹咏梅 ¥5,600 源氏物語古系図の研究 常磐井和子 ¥7,500

染谷智幸 ¥2,800 二巻本　むぐら　秋香台文庫蔵 常磐井和子 ¥4,500

西行の研究　伝本・作品・享受 高城功夫 ¥12,800 伊勢物語 永井和子 ¥2,200

高野正美 ¥2,200 続寝覚物語の研究 永井和子 ¥9,000

万葉集作者未詳歌の研究 高野正美 ¥7,800 寝覚物語の研究 永井和子 ¥11,000

万葉歌の形成と形象 高野正美 ¥13,107 源氏物語と老い 永井和子 ¥14,563

王朝まどろみ論 高橋文二 ¥2,500 藤原顕氏全歌注釈と研究 中川博夫 ¥11,000

王朝和歌と歌語 滝澤貞夫 ¥15,500 源氏物語の構想と人物造型 中島あや子 ¥7,500

中世和歌の文献学的研究 武井和人 ¥21,000 中世王朝物語『白露』詳注 中島正二 ¥8,500

日本古典くずし字読解演習 武井和人 ¥1,000 中嶋隆 ¥2,000

『行庵詩草』武元登々庵　研究と評釈 竹谷長二郎 ¥18,447 王朝文学論考 中嶋尚 ¥11,000

日本古典文学の表現をどう解析するか 竹林一志 ¥2,200 平安中期物語文学研究 中嶋尚 ¥10,680

竹林一志 ¥2,200 和泉式部日記全注釈 中嶋尚 ¥12,000

「を」「に」の謎を解く 竹林一志 ¥2,500 平安宮廷文学と歌謡 中田幸司 ¥14,000

枕草子の言説研究 武久康高 ¥6,800 中原中也の時代 長沼光彦 ¥3,800

言述論（discours）　for　説話集論 竹村信治 ¥15,000 中野三敏 ¥2,200

正法眼藏の國語學的研究（２） 田島毓堂 ¥12,500 平安前期歌語の和漢比較文学的研究 中野方子 ¥19,500

正法眼藏の國語學的研究　資料編 田島毓堂 ¥15,000 金子光晴　〈戦争〉と〈生〉の詩学 中村誠 ¥3,300

比較語彙研究序説 田島毓堂 ¥4,200 一休宗純の研究 中本環 ¥7,767

日本語尾音索引 田島毓堂 ¥3,300 錦仁 ¥3,200

万葉集と中国文学　 第二（１） 辰巳正明 ¥12,361 錦仁 ¥5,500

万葉集と中国文学　 第二（２） 辰巳正明 ¥12,361 古今集校本 西下経一 ¥9,500

詩の起原　東アジア文化圏の恋愛詩 辰巳正明 ¥7,800 日本語動詞述語の構造 丹羽一彌 ¥3,200

辰巳正明 ¥7,500 丹羽一彌 ¥2,800

万葉集に会いたい。 辰巳正明 ¥1,800 夜の寝覚　研究 野口元大 ¥8,500

短歌学入門 辰巳正明 ¥2,000 うつほ物語の研究 野口元大 ¥9,000

詩霊論　人はなぜ詩に感動するのか 辰巳正明 ¥6,500 横光利一と敗戦後文学 野中潤 ¥3,700

万葉集と中国文学 辰巳正明 ¥19,000 日本文学研究史論 野村精一 ¥6,000

辰巳正明 ¥7,500 万葉集の時空 橋本達雄 ¥9,800

中世初期歌人の研究 田渕句美子 ¥9,500 万葉集を読みひらく 橋本達雄 ¥9,500

吉田一穂　究極の詩の構図 田村圭司 ¥3,700 万葉集の作品と歌風 橋本達雄 ¥12,500

万葉挽歌の成立 塚本澄子 ¥5,800 万葉集の編纂と形成 橋本達雄 ¥12,500

日本感靈録の研究 辻英子 ¥7,000 万葉宮廷歌人の研究 橋本達雄 ¥11,000

内閣文庫蔵『沙石集』　翻刻と研究 土屋有里子 ¥11,000 西鶴をよむ 長谷川強 ¥2,200

『沙石集』諸本の成立と展開 土屋有里子 ¥12,000 標註日本漢詩文選 波戸岡旭 ¥1,800

日本語活用体系の変遷　増訂版 坪井美樹 ¥3,300 上代漢詩文と中國文學 波戸岡旭 ¥12,000

方丈記論（１） 手崎政男 ¥15,534 宮廷詩人　菅原道真 波戸岡旭 ¥12,500

方丈記論（２） 手崎政男 ¥15,534 源氏物語論考 濱橋顕一 ¥11,650

有心と幽玄 手崎政男 ¥8,000 室町和歌への招待 林達也 ¥2,500

通読　方丈記 手崎政男 ¥2,400 紫式部日記　紫式部集論考 原田敦子 ¥13,000

「醜の御楯」考 手崎政男 ¥14,000 大伴坂上郎女 東茂美 ¥17,961

山家集の校本と研究（１） 寺澤行忠 ¥19,418 百人一首　宮内庁書陵部蔵 樋口芳麻呂 ¥1,500

万葉集の歴史
日本人が歌によって築いた原初のヒストリー

折口信夫
東アジア文化と日本学の成立

新版　西鶴と元禄メディア
その戦略と展開

これだけは知っておきたい言葉づかい
時とともに言葉が変わる理由

これだけは知っておきたい
万葉集の環境と生活

冒険 淫風 怪異
東アジア古典小説の世界

日本語はどのような膠着語か
用言複合体の研究

浮遊する小野小町
人はなぜモノガタリを生み出すのか

なぜ和歌を詠むのか
菅江真澄の旅と地誌

江戸文化再考
これからの近代を創るために



№6 三省堂書店オンデマンド 商品ラインナップ  笠間書院

タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

芭蕉追跡　探訪と資料 久富哲雄 ¥5,800 五山文学研究　資料と論考 堀川貴司 ¥7,800

おくのほそ道論考 久富哲雄 ¥6,000 香道秘伝書集註の世界 堀口悟 ¥4,800

芭蕉　曽良　等躬　資料と考察 久富哲雄 ¥5,800 「ように」の意味・用法 前田直子 ¥2,000

日向一雅 ¥9,500 古典的思考 前田雅之 ¥3,300

古今歌風の成立 平沢竜介 ¥7,500 今昔物語集の世界構想 前田雅之 ¥13,000

王朝文学の始発 平沢竜介 ¥9,500 前田淑 ¥12,500

明恵　和歌と仏教の相克 平野多恵 ¥9,000 前田淑 ¥9,800

我身にたどる姫君（全） 平林文雄 ¥2,500 近代漢語辞書の成立と展開 松井利彦 ¥12,500

校本成尋阿闍梨母集 平林文雄 ¥1,000 源氏物語　絵合 松尾聰 ¥1,000

平林盛得 ¥5,500 源氏物語　夢浮橋 松尾聰 ¥1,000

平林優子 ¥3,500 源氏物語　松風 松尾聰 ¥1,000

大伴旅人逍遥 平山城児 ¥15,047 源氏物語　朝顔 松尾聰 ¥1,000

『紫式部集』歌の場と表現 廣田收 ¥9,000 源氏物語　蓬生・関屋 松尾聰 ¥1,000

『宇治拾遺物語』表現の研究 廣田收 ¥12,500 源氏物語　桐壷 松尾聰 ¥1,000

『宇治拾遺物語』「世俗説話」の研究 廣田收 ¥13,000 源氏物語　薄雲 松尾聰 ¥1,000

『源氏物語』系譜と構造 廣田收 ¥12,500 源氏物語　椎本 松尾聰 ¥1,000

奈良万葉と中国文学 胡志昂 ¥8,000 源氏物語　明石 松尾聰 ¥1,000

中世勅撰和歌集史の構想 深津睦夫 ¥11,000 源氏物語　橋姫 松尾聰 ¥1,000

深野浩史 ¥5,500 源氏物語　末摘花 松尾聰 ¥1,000

史記・十八史略演習 吹野安 ¥1,500 源氏物語　若紫 松尾聰 ¥1,500

唐代詩選 吹野安 ¥2,000 源氏物語　夕霧 松尾聰 ¥1,000

中國古代文學發想論 吹野安 ¥7,000 源氏物語　須磨 松尾聰 ¥1,000

論語　新装版 吹野安 ¥2,900 源氏物語　夕顔 松尾聰 ¥1,500

福島直恭 ¥2,000 源氏物語　帚木・空蝉 松尾聰 ¥1,500

福島直恭 ¥2,500 校註伊勢物語 松尾聰 ¥1,500

語史と方言 福島邦道 ¥8,500 校註徒然草 松尾聰 ¥1,800

福島邦道 ¥7,282 校註竹取物語 松尾聰 ¥1,000

キリシタン資料と国語研究 福島邦道 ¥7,800 八代集　恋歌　第二巻　集成 松尾聰 ¥1,500

続キリシタン資料と国語研究 福島邦道 ¥8,000 八代集　四季巻　集成　上 松尾聰 ¥1,800

天草版平家物語叢録 福島邦道 ¥13,500 八代集　四季巻　集成　下 松尾聰 ¥2,000

日本館訳語攷 福島邦道 ¥14,563 源氏物語　宇治十帖抄 松尾聰 ¥2,000

国語学要論 福島邦道 ¥1,800 松尾聰 ¥5,000

中華若木詩抄 福島邦道 ¥2,900 能因本枕草子　上 松尾聰 ¥2,000

歴史物語の創造 福長進 ¥11,000 枕草子［能因本］ 松尾聰 ¥5,300

西鶴と仮名草子 冨士昭雄 ¥12,000 平安時代物語論考　増補版 松尾聰 ¥13,000

藤井貞和 ¥2,500 松尾聰 ¥3,800

文法的詩学 藤井貞和 ¥4,500 松尾聰 ¥2,800

作者別年代順新古今和歌集 藤平春男 ¥9,515 松尾聰遺稿集　日本語遊覧〔語義百題〕 松尾聰 ¥2,900

年表資料　中世文学史　新装版 藤平春男 ¥2,000 松尾聰 ¥7,500

古代物語研究序説 藤村潔 ¥9,000 変体平仮名演習 松尾聰 ¥1,500

源氏物語の〈物の怪〉　文学と記録の狭間 藤本勝義 ¥2,200 大鏡抄 松尾聰 ¥1,800

源氏物語の想像力　史実と虚構 藤本勝義 ¥9,223 古代の神々と王権 松尾光 ¥2,900

源氏物語の表現と史実 藤本勝義 ¥12,000 天平の木簡と文化 松尾光 ¥2,900

何志明 ¥3,000 古代の王朝と人物 松尾光 ¥3,300

王朝物語史論　引用の『源氏物語』 星山健 ¥8,800 古代史の異説と懐疑 松尾光 ¥3,300

江戸時代女流文芸史　地方を中心に
和歌・俳諧・漢詩編

江戸時代女流文芸史　地方を中心に
旅日記編

源氏物語を中心とした
語意の紛れ易い中古語攷　続編

松尾聰遺稿集
『源氏物語』不幸な女性たち

松尾聰遺稿集
中古語「ふびんなり」の語意

源氏物語を中心とした
うつくし・おもしろし攷

源氏物語
東アジア文化の受容から創造へ

タブーと結婚
「源氏物語と阿闍世王コンプレックス論」のほうへ

同訓異字使用史の研究
中古・中世を中心に

源氏物語女性論
交錯する女たちの生き方

五十音引僧綱補任　僧歴綜覧
推古卅二年-元暦二年［624年-1185年］増訂版

現代日本語における複合動詞の組み合わせ
日本語教育の観点から

書記言語としての「日本語」の誕生
その存在を問い直す

〈あぶない〉が〈あぶねえ〉にかわる時
日本語の変化の過程と定着

続々キリシタン資料と国語研究
聖人伝抄
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タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

疎開・空襲・愛　母の遺した書簡集 松尾光 ¥2,500 校註春雨物語 森田喜郎 ¥1,800

古代の豪族と社会 松尾光 ¥3,300 上田秋成の研究 森田喜郎 ¥9,500

松尾光 ¥2,200 蜻蛉日記形成論 守屋省吾 ¥7,500

古代史の謎を攻略する　奈良時代篇 松尾光 ¥2,200 藤原俊成　判詞と歌語の研究 安井重雄 ¥11,000

万葉集とその時代 松尾光 ¥3,300 虚構としての『日本永代蔵』 矢野公和 ¥6,800

古代の社会と人物 松尾光 ¥3,700 芥川龍之介の言語空間 山崎甲一 ¥8,800

白鳳天平時代の研究 松尾光 ¥14,000 夏目漱石の言語空間 山崎甲一 ¥8,000

天平の政治と争乱 松尾光 ¥3,300 平家物語と法師たち 山下正治 ¥11,000

藤原俊成の研究 松野陽一 ¥7,500 山下宏明 ¥2,900

書影手帖 松野陽一 ¥2,500 唐代散文選 山田勝久 ¥1,500

馬場美佳 ¥4,200 山田勝久 ¥1,500

国語音韻論 馬淵和夫 ¥1,800 唐詩の光彩 山田勝久 ¥2,500

国語史叢考 馬渕和夫 ¥13,107 曽我物語生成論 山西明 ¥7,800

馬渕和夫 ¥1,800 横光利一と小説の論理 山本亮介 ¥5,500

おもろさうしの言語 間宮厚司 ¥5,000 熊鶯 ¥3,200

萬葉集防人歌の国語学的研究 水島義治 ¥12,000 柳慧政 ¥3,200

萬葉集東歌の研究（１） 水島義治 ¥20,000 西鶴全句集　解釈と鑑賞 吉江久彌 ¥4,200

萬葉集東歌の研究（２） 水島義治 ¥20,000 西鶴文学研究 吉江久弥 ¥9,500

萬葉集東歌本文研究並びに總索引（２） 水島義治 ¥16,500 作者のいる風景 吉岡曠 ¥2,900

萬葉集東歌の國語學的研究 水島義治 ¥22,000 源氏物語の本文批判 吉岡曠 ¥9,223

萬葉集防人歌の研究 水島義治 ¥16,500 物語の語り手　内発的文学史の試み 吉岡曠 ¥9,709

記紀万葉語の研究 水野清 ¥11,000 源氏物語論 吉岡曠 ¥5,500

水野尚 ¥1,900 源氏物語を中心とした論攷 吉岡曠 ¥9,500

光延真哉 ¥12,000 吉海直人 ¥3,500

寺院文化圏と古往来の研究 三保サト子 ¥13,500 影印本西鶴織留 吉田幸一 ¥2,000

藤原明衡と雲州往来 三保忠夫 ¥11,000 影印本百人一首抄　宗祇抄 吉田幸一 ¥1,500

平安女流日記文学の研究　続編 宮崎荘平 ¥9,000 影印本西鶴名残の友 吉田幸一 ¥1,500

女房日記の論理と構造 宮崎荘平 ¥10,680 正徹自筆本　徒然草　上 吉田幸一 ¥1,800

初期浮世絵と歌舞伎 武藤純子 ¥19,000 正徹自筆本　徒然草　下 吉田幸一 ¥1,800

仏教界に辞書は在ったか 望月郁子 ¥4,800 狭衣物語諸本集成〈第2巻〉 伝為家筆本 吉田幸一 ¥14,563

望月郁子 ¥2,200 狭衣物語諸本集成〈第1巻〉 伝為明筆本 吉田幸一 ¥14,563

望月郁子 ¥3,800 狭衣物語諸本集成〈第3巻〉 伝慈鎮筆本 吉田幸一 ¥14,563

望月郁子 ¥3,300 吉田幸一 ¥16,505

望月郁子 ¥3,800 吉田幸一 ¥15,000

望月郁子 ¥3,800 吉野瑞恵 ¥7,500

源氏物語考論 森一郎 ¥7,000 藤原定家　古典書写と本歌取 依田泰 ¥5,800

和泉式部日記論攷 森田兼吉 ¥8,000 「風葉和歌集」の構造に関する研究 米田明美 ¥16,505

和泉式部日記論攷　第二 森田兼吉 ¥13,000 国語文法論 渡辺実 ¥2,000

日記文学の成立と展開 森田兼吉 ¥15,534 新古今時代の表現方法 渡邉裕美子 ¥14,000

日記文学論叢 森田兼吉 ¥13,000 渡邉卓 ¥5,500

校注雨月物語 森田喜郎 ¥1,800

鍵がドアをあけた
日本語の無生物主語他動詞文へのアプローチ

シルクロードの光彩
西域踏査40年・悠久の夢とロマンを馳せて

『日本書紀』受容史研究
国学における方法

新　源氏物語は読めているのか2
桐壺帝による《宿曜》支配・姫君の育て方

新　源氏物語は読めているのか3
密通によって生まれた人間の生

新　源氏物語は読めているのか
帚木三帖・六条院・玉鬘

『平家物語』入門
琵琶法師の 「平家」を読む

「垣間見」る源氏物語
紫式部の手法を解析する

王朝文学の生成　『源氏物語』の発想・
「日記文学」の形態

狭衣物語諸本集成〈第6巻〉
 飛鳥井雅章筆本

狭衣物語諸本集成〈第4巻〉
 伝清範本・保坂本

依頼談話の日韓対照研究
談話の構造・ストラテジーの観点から

源氏物語は読めているのか
末世における皇統の血の堅持と女人往生
源氏物語は読めているのか【続】
紫上考

古代史の謎を攻略する
古代・飛鳥時代篇

国語学史
日本人の言語研究の歴史　新装版

「小説家」登場
尾崎紅葉の明治二〇年代

江戸歌舞伎作者の研究
金井三笑から鶴屋南北へ

言葉の錬金術　ヴィヨン、ランボー、
ネルヴァルと近代日本文学

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。 
(一部商品を除く) 
http://item.rakuten.co.jp/books-sanseido/c/0000000460/ 
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タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

〈1〉あきぎり・浅茅が露 福田百合子 ¥4,600 〈11〉雫ににごる・住吉物語 室城秀之 ¥3,592

〈2〉海人の刈藻 妹尾好信 ¥3,689 〈15〉風に紅葉・むぐら 中西健治 ¥4,000

〈6〉木幡の時雨・風につれなき 大槻修 ¥4,000 〈16〉松陰中納言 阿部好臣 ¥4,800

〈7〉苔の衣 今井源衛 ¥4,660 〈19〉夜寝覚物語 鈴木一雄 ¥6,800

〈8〉恋路ゆかしき大将・山路の露 宮田光 ¥4,700 〈20〉我が身にたどる姫君〈上〉 大槻修 ¥4,500

〈9〉小夜衣 辛島正雄 ¥4,000 〈21〉我が身にたどる姫君〈下〉 片岡利博 ¥4,500

〈10〉しのびね・しら露 大槻修 ¥4,400

タイトル 著者 本体価格 タイトル 著者 本体価格

忠岑と躬恒 青木太朗 ¥1,500 菅原道真 佐藤信一 ¥1,500

清少納言 圷美奈子 ¥1,500 塚本邦雄 島内景二 ¥1,500

京極為兼 石澤一志 ¥1,500 おもろさうし 島村幸一 ¥1,800

正徹と心敬 伊藤伸江 ¥1,500 能因 高重久美 ¥1,800

芭 蕉 伊藤善隆 ¥1,500 松永貞徳と烏丸光広 高梨素子 ¥1,500

飛鳥井雅経と藤原秀能 稲葉美樹 ¥1,500 源氏物語の和歌 高野晴代 ¥1,500

与謝野晶子 入江春行 ¥1,500 源俊頼 高野瀬恵子 ¥1,500

今様 植木朝子 ¥1,500 柿本人麻呂 高松寿夫 ¥1,500

紫式部 植田恭代 ¥1,500 相模 武田早苗 ¥1,500

木下長嘯子 大内瑞恵 ¥1,500 山上憶良 辰巳正明 ¥1,500

香川景樹 岡本聡 ¥1,500 紀貫之 田中登 ¥1,500

斎藤茂吉 小倉真理子 ¥1,500 三条西実隆 豊田恵子 ¥1,500

大伴家持 小野寛 ¥1,500 大伴旅人 中嶋真也 ¥1,500

額田王と初期万葉歌人 梶川信行 ¥1,500 伊勢 中島輝賢 ¥1,500

源平の武将歌人 上宇都ゆりほ ¥1,500 在原業平 中野方子 ¥1,500

漱石の俳句・漢詩 神山睦美 ¥1,800 西行 橋本美香 ¥1,500

僧侶の歌 小池一行 ¥1,500 二条為氏と為世 日比野浩信 ¥1,500

石川啄木 河野有時 ¥1,500 式子内親王 平井啓子 ¥1,500

北原白秋 國生雅子 ¥1,500 辞世の歌 松村雄二 ¥1,500

鴨長明と寂蓮 小林一彦 ¥1,500 若山牧水 見尾久美恵 ¥1,500

頓阿 小林大輔 ¥1,500 源実朝 三木麻子 ¥1,500

永福門院 小林守 ¥1,500 藤原定家 村尾誠一 ¥1,500

藤原良経 小山順子 ¥1,500 正岡子規 矢羽勝幸 ¥1,500

東歌・防人歌 近藤信義 ¥1,500 本居宣長 山下久夫 ¥1,500

良寛 佐々木隆 ¥1,500 後鳥羽院 吉野朋美 ¥1,500

藤原為家 佐藤恒雄 ¥1,500 戦国武将の歌 綿抜豊昭 ¥1,500

コレクション日本歌人選

中世王朝物語全集

三省堂書店各支店でもお受け取りいただけます。お気軽にご相談ください。 
三省堂書店神保町本店オンデマンドカウンター 03(3233)3312 
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