2020年12月新刊受入図書一覧 (公益財団法人三康文化研究所附属三康図書館)
請求記号

書名

総記
016.2/I89
081/C64/2620
081/C64/2609
081/C64/2608
081/C64/2619
081/C64/2618

苦学と立身と図書館
コロナ危機の政治
現代日本を読む
万葉集講義
もののけの日本史
板垣退助

081/C64/2617
081/C64/2606
081/C64/2607

暗殺の幕末維新史
音楽の危機
アジアの国民感情

081/C64/2610
081/C64/2616
宗教･哲学
160.2/N71/5
160.2/Sh45/3
168/N92
180.901/O62

ヒトラーの脱走兵
法華経とは何か
日本宗教の信仰世界
教養と生命
原典完訳アヴェスタ
科学化する仏教

副書名

安倍政権vs.知事
ノンフィクションの名作･問題作
最古の歌集の素顔
死霊､幽霊､妖怪の1000年
自由民権指導者の実像
桜田門外の変から大久保利通暗
殺まで
<<第九>>が歌えなくなった日
データが明かす人々の対外認識
裏切りか抵抗か､ドイツ最後のタ
ブー
その思想と背景

183.01/Su96
183.15/O32
185.76/Ki71
188.146/G19
188.146/G19
188.217/Sa72

大正期
ゾロアスター教の聖典
瞑想と心身の近現代
神話と歴史が紡ぐ古代日本の舞
日本書記に秘められた古社寺の謎 台裏
念仏はどこからきて､どこに向かう
進化する南無阿弥陀仏
のか?
菩薩とはなにか
お迎えの信仰
検証奈良の古代仏教遺跡
飛鳥･白鳳寺院の造営と氏族
各宗派の｢経｣は､どんな教えを説
お経の意味がやさしくわかる本
いているか
仏の感懐のことば註
ウダーナ･アッタカター
菩提心論の解明
図説元興寺の歴史と文化財
一三〇〇年の法灯と信仰
日本仏教はじまりの寺 元興寺
一三〇〇年の歴史を語る
源氏物語と遁世思想

188.231/Ta88

現代語訳法華玄義釈籤. 上

180.918/Mi63
181.236/H67
181.5/H67
181.7/Ka24
182.91/O22

No.1
著者名

出版者

伊東達也(1965-)著
竹中治堅(1971-)著
武田徹(1958-)著
上野誠(1960-)著
小山聡子(1976-)著
中元崇智(1978-)著

青弓社
中央公論新社
中央公論新社
中央公論新社
中央公論新社
中央公論新社

一坂太郎(1966-)著
岡田暁生(1960-)著
園田茂人(1961-)著

中央公論新社
中央公論新社
中央公論新社

對馬達雄(1945-)著
植木雅俊(1951-)著

中央公論新社
中央公論新社

伊藤聡(1961-), 佐藤文子(1965-)編
島薗進(1948-)[ほか]編
野田恵剛(1950-)訳
碧海寿広(1981-)著

吉川弘文館
春秋社
国書刊行会
KADOKAWA

三橋健(1939-)編

ウェッジ

平岡聡(1960-)著
平岡聡(1960-)著
梯伸暁(1958-)著
小笠原好彦(1941-)著
鈴木永城(1943-)著 ; 夢の設計社企画･
編集
及川真介(1932-)訳
北尾隆心(1957-)著
元興寺･元興寺文化財研究所編
元興寺･元興寺文化財研究所編
笹川博司(1955-)著
湛然(711-782)述. 菅野博史(1952-), 松
森秀幸(1978-)訳注

大蔵出版
春秋社
法蔵館
吉川弘文館
夢の設計社
春秋社
東方出版
吉川弘文館
吉川弘文館
風間書房
東洋哲学研究所
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請求記号

書名

副書名

宗教･哲学
188.385/N15
188.529/G18
188.654/Mi96

中世醍醐寺の仏法と院家
探訪真宗民俗
『正法眼蔵』を読む人のために

儀礼の伝承と現代社会

188.704/H27/1

日蓮仏教とその展開

花野充道博士古稀記念論文集

188.704/H27/2
仏教思想の展開
188.722/Y96
戦国仏教
歴史･伝記･地理地誌
210.0/D24/3-30

大日本史料. 第3編之30

210.0/D24/12-62

大日本史料. 第12編之62

210.0/Sh89 /M8-2
213.6/To46/80
215/N37
289.1/Y86
289.1/Ku95
社会科学

花野充道博士古稀記念論文集
中世社会と日蓮宗

No.2
著者名

出版者

永村眞(1948-)著
蒲池勢至(1951-)著
水野弥穂子(1921-)著
花野充道博士古稀記念論文集刊行会編
集
花野充道博士古稀記念論文集刊行会編
集
湯浅治久(1960-)著

吉川弘文館
東本願寺出版
大法輪閣

東京大学史料編纂所編集

東京大学史料編纂所

山喜房仏書林
山喜房仏書林
吉川弘文館

東京大學史料編纂所編纂
東京大学史料編纂所
[廣橋守光(1471-1526)著] ; 中世公家日
守光公記. 第2
記研究会校訂
八木書店出版部
天徳寺寺域第5遺跡発掘調査報告
東急不動産･[東京
書
[東京都]港区教育委員会編集
都]港区教育委員会
生きるための地域史
東海地域の動態から
中村只吾(1981-), 渡辺尚志(1957-)編
勉誠出版
吉田松陰と学人たち
徳田武(1944-)著
勉誠出版
京都大学人文科学研究所みやこの学術
福井県ふるさと文学館｢没後30年 資源研究･活用プロジェクト｢桑原武夫所 京都大学人文科学研
桑原武夫の世界
桑原武夫展｣の記録
蔵資料班｣編集
究所

335.1/Ky2/2020

共同印刷グループCSR報告書.
2020

375.9/Ku14/2

初等教育算術教科書. 下巻

375.9/Ku14/1
385.6/Sa47
387/N24
387/Ko68

初等教育算術教科書. 上巻
これからの仏教葬儀レス社会
江戸庶民のまじない集覧
妙見信仰の民俗学的研究

人生百年の生老病死
創意工夫による生き方の知恵
日本的展開と現代社会

共同印刷株式会社
CSR本部コーポレー
共同印刷株式会社CSR本部コーポレート トコミュニケーション
コミュニケーション部[編]
部
久保田愛之丞(1857-1931), 中西兼太郞
編纂
積慶堂
久保田愛之丞(1857-1931), 中西兼太郞
編纂
積慶堂
櫻井義秀(1961-)著
興山舎
長友千代治(1936-)著
勉誠出版
小村純江(1950-)著
青娥書房
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請求記号
文学
923.4/Sa66
参考図書
R403.8/Ko49/2021
R910.2/O69

書名
怪を志す

副書名
六朝志怪の誕生と展開

No.3
著者名

出版者

佐野誠子著

名古屋大学出版会
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国立天文台編

大岡昇平の世界

神奈川文学振興会編集

丸善出版
県立神奈川近代文学
館

