古書籍・楽譜・画集・エトセトラ
第５回
新着買い付けの出来ない今だからこそ出来るサービス
弊社は「道具類商」を認められており、中古本も取り扱えます。レコードと同じでお客様からの直接買い
入れはしておりませんが、しばらくご紹介できる数の見通しが付きました。
どうぞ奮ってお求めください。
● こちらのリスト発行は隔週です。
● 価格はすべて税込みです。
● 送料：ご購入の商品のサイズや重量などにより発送を手配いたしますが、
「レターパック」
（520 円、又
は 370 円）での発送方法もございます。
お気軽にお問い合わせください。
範囲を超えた場合はレコード同様、１梱包 700 円となります。
● 入金方法・発送につきましてはレコードの「ご購入方法について」をご覧ください。また、代引発送を
ご希望の場合はレコード同様の発送方法（代引金額も同様）となります。

注文番号：Ｂ０４４９
あいまいな日本の私／大
江健三郎／ 1995年 ／ 岩 波
書店／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４５０
外国人ぎらい／宮下洋一
２０２０年／ＰＨＰ研究
所／価格：６６０円

注文番号：Ｂ０４５１
コンビニ外国人／芹澤健
介／２０１８年／新潮新
書／価格：５５０円

注文番号：Ｂ０４５２
人と思想／ユング／林道
義／帯なし／汚れ
昭和６３年／清水書院
価格：６６０円

注文番号：Ｂ０４５３
人と思想／ハイデッガー
／帯なし／ 1991年 ／ 清 水
書院／価格：６６０円

注文番号：Ｂ０４５４
ドイツ歴史の旅／酒井栄
八郎／帯なし／汚れ
1998
年 ／ 朝日新聞社
価格：５５０円

注文番号：Ｂ０４５５
あなたがそこで生きる理
由／高階佳子
２０１７年／三宝出版
価格：１１００円

注文番号：Ｂ０４５６
大分断／エマニュエル・ト
ッド／大野舞訳
2020
年 ／ ＰＨＰ研究所
価格：７７０円

注文番号：Ｂ０４５７
永井の昔ばなし／永井
小・中学校ＰＴＡ編
２００９年／纂修堂
価格：６６０円

注文番号：Ｂ０４５８
日本の「死」／中西輝政／
帯なし／ 2003 年／文藝春
秋／価格：７７０円

注文番号：Ｂ０４５９
日本語の歴史／山口仲美
２００９年／岩波新書
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４６０
父が娘に語る／経済の話
バルファスキ／関美和訳
2019
年 ／ ダイヤモンド社
価格：９９０円

注文番号：Ｂ０４６１
心を学ぶ／ダライラマ他
２０１３年／講談社
価格：８８０円

注文番号：Ｂ０４６２
魔女の伝言板／近藤雅樹
他／２０００年／白水社
価格：１１００円

注文番号：Ｂ０４６３
江戸諷詠散歩／秋山中彌
平成１１年／文春新書
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４６４
江戸奉公人の心得帖／油
井宏子／ 2007 年／新潮新
書／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４６５
日本風景論／上下／志賀
重昻／ 1990年 ／講談社学
術文庫／価格：８８０円

注文番号：Ｂ０４６６
大江戸女ばなし／重松一
義／ 1988年 ／ ＰＨＰ研究
所／価格：１１００円

注文番号：Ｂ０４６７
２１世紀の啓蒙／ピンカ
ー／橘明美他訳／上下
２０１９年／草思社
価格：４４００円

注文番号：Ｂ０４６８
戦うフィガロ／ボーマル
シェ一代記／鈴木康司
１９９７年／大修館書店
価格：１６５０円

注文番号：Ｂ０４６９
メンデルスゾーン／ラ・ミ
ュール／工藤政司訳／帯
なし／昭和 57 年／音楽之
友社／価格：１６５０円

注文番号：Ｂ０４７０
人間の音楽劇／寺崎裕則
／帯なし／ 1991年 ／ 音 楽
之友社／価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０４７１
永遠の美の光芒／イタリ
1
ア／森本哲郎／昭和 6年
／小学館／価格：７７０円

注文番号：Ｂ０４７２
もうすぐ世界恐慌／副島
隆彦／２０２０年／徳間
書店／価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０４７３
古代人の化粧と装身具／
原淑人／帯破損
１９８７年／刀水書房
価格：１１００円

注文番号：Ｂ０４７４
呪術師カスタネダ／デ・ミ
ル他／高岡よし子他訳／
帯なし／ 1983 年／大陸書
房／価格：１１００円

注文番号：Ｂ０４７５
死者の民主主義／畑中章
宏／ 2019年 ／ トランスビ
ュー／価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０４７６
現代言語論／ソシュール
他／立川健二他／汚れ
１９９２年／新曜社
価格：８８０円

注文番号：Ｂ０４７７
経済人類学入門／鈴木康
治／２０２０年／作品社
価格：１６５０円

注文番号：Ｂ０４７８
食べる／中村安希／帯な
し／ 2014
年 ／ 集英社文庫
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４７９
チョコレート革命／俵万
000年 ／ 河
智／帯なし／ 2
出書房／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４８０
吉原花魁日記／森光子／
帯なし／ 2010 年／朝日新
聞出版／価格：５５０円

注文番号：Ｂ０４８１
モーツァルト／オカール
／西永良成訳／汚れ
１９８８年／白水社
価格：７７０円

注文番号：Ｂ０４８２
室内と家具の歴史／小泉
和子／帯なし
2002
年 ／ 中央公論社
価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０４８３
江戸大名 100 話／小和田
哲男／帯なし／ 1990年 ／
立風書房／価格８８０円

注文番号：Ｂ０４８４
バルトークの室内楽曲／
カールパーティ／江原望
他訳／汚れ
1998年 ／ 法政 大学出版局
価格：４４００円

注文番号：Ｂ０４８５
日本の社会史３／権威と
支配／朝尾直弘他
１９８８年／岩波書店
価格：１６５０円

注文番号：Ｂ０４８６
アメリカ人の知恵／亀井
俊介／帯なし／ 1990年 ／
ワニ文庫／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４８７
染と織の文様／城一夫他
２００７年／青幻社
価格：８８０円

注文番号：Ｂ０４８８
リア王／シェイクスピア
／三神勲訳／汚れ／帯な
8 ／角川文庫
し／昭和 4年
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４８９
聖アントワヌの誘惑／フ
ローベール／渡辺一夫訳
／帯なし／ 1986年 ／ 岩 波
文庫／価格：７７０円

注文番号：Ｂ０４９０
女と文明／梅棹忠夫
２０２０年／中央公論社
価格：５５０円

注文番号：Ｂ０４９１
神秘主義／鈴木大拙／帯
なし／ 2020
年 ／岩波文庫
価格：７７０円

注文番号：Ｂ０４９２
大衆の反逆／オルテガ・
イ・ガセット／佐々木孝訳
２０２０年／岩波文庫
価格：７７０円

注文番号：Ｂ０４９３
西の魔女が死んだ／梨木
香歩／平成１４年／新潮
文庫／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４９４
入門・論文の書き方／鷲田
小彌太／帯なし
２００２年／ＰＨＰ新書
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０４９５
卑弥呼以前の倭国 500年
／大平裕／ 2018年 ／ Ｐ Ｈ
Ｐ新書／価格：６６０円

注文番号：Ｂ０４９６
縄文 ｣
｢
の 新常識を知れば
日本の謎が解ける／関裕
二／２０１９年／ＰＨＰ
新書／価格：６６０円

注文番号：Ｂ０４９７
象徴と社会／ターナー／
梶原景昭／書込み／帯な
し／ 1993年 ／ 紀伊国屋書
店／価格：２７５０円

注文番号：Ｂ０４９８
文化進化論／サーヴィス
／松園万亀雄他訳／汚れ
多し／昭和５２年／社会
思想社／価格：１６５０円

注文番号：Ｂ０４９９
夢から探る中世／酒井紀
美／平成１７年／角川選
書／価格：１１００円

注文番号：Ｂ０５００
怪談前後／柳田民俗学と
自然主義／大塚英志
平成１９年／角川選書
価格：２２００円

注文番号：Ｂ０５０１
鯰絵／アウエハント／小
松和彦他訳／帯なし
1986
年 ／ せりか書房
価格：３３００円

注文番号：Ｂ０５０２
ソネット集／シェイクス
ピア／中西信太郎訳
昭和５１年／英宝社
価格：２７５０円

注文番号：Ｂ０５０３
スペンサー詩集／福田昇
八訳／２０００年／筑摩
書房／価格：５５００円

注文番号：Ｂ０５０４
R=
コ ル サ コフ／スペイン
奇想曲／ポケット・スコア
？年／全音楽譜出版社
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５０５
ロッシーニ／ウィリア
ム・テル序曲／ポケット・
スコア／？年／全音楽譜
出版社／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５０６
シューベルト／鱒／ポケ
ット・スコア
？年／全音楽譜出版社
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５０７
ショスタコーヴィチ／交
響曲第５番／ポケット・ス
コア／ 1990年 ／全音楽譜
出版社／価格１１００円

注文番号：Ｂ０５０８
ショスタコーヴィチ／交
響曲第８番／ポケット・ス
コア／ 1991年 ／全音楽譜
出版社／価格１１００円

注文番号：Ｂ０５０９
江戸の歴史は大正時代に
ねじ曲げられた／古川愛
哲／帯なし／書込み
２００８年／講談社新書
価格：５５０円

注文番号：Ｂ０５１０
有翼日輪の謎／斎藤尚生
昭和５７年／中公新書
価格：５５０円

注文番号：Ｂ０５１１
ol.
アメリカン・ロック V
１／レコード・コレクター
ズ増刊／１９９２年／ミ
ュージック・マガジン
価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０５１２
ブリティッシュ・ロック
V
O L.2
／ レコード・コレク
995年 ／ ミ
ターズ増刊／ 1
ュージック・マガジン
価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０５１３
音楽と文学の対位法／青
柳いづみこ
2006
年 ／ みすず書房
価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０５１４
西洋美術の主題と物語／
三輪福松／帯なし
1998
年 ／ 朝日選書
価格：８８０円

注文番号：Ｂ０５１５
若きウェルテルの悩み／
ゲーテ／高橋義孝訳／帯
なし／平成１５年／新潮
文庫／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５１６
日本人の子産み・子育て／
008年 ／ 勁
鎌田久子他／ 2
草書房／価格：１１００円

注文番号：Ｂ０５１７
未来に先回りする思考法
015年 ／ デ
／佐藤航陽／ 2
ィスカヴァー・トゥエンテ
ィワン／価格：８８０円

注文番号：Ｂ０５１８
いま、この日本の家族／絆
のゆくえ／岩上真珠
平成２２年／弘文堂
価格：８８０円

注文番号：Ｂ０５１９
方法としてのフィールド
ノート／エマーソン／佐
藤郁哉他訳／帯なし１９
９８年／新曜社
価格：１９８０円

注文番号：Ｂ０５２０
スカトロジア／糞尿譚／
山田稔／帯なし
1991
年 ／ 福武文庫
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５２１
ラメルノエリキサ／渡辺
優／２０１６年／集英社
価格：８８０円

注文番号：Ｂ０５２２
風の陣／天命篇／高橋克
彦／帯なし
2005
年 ／ ＰＨＰ研究所
価格：１１００円

注文番号：Ｂ０５２３
疫病２０２０／門田隆将
令和 2
年／産経新聞出版
価格：１２１０円

注文番号：Ｂ０５２４
下流志向／内田樹
２０１８年／講談社文庫
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５２５
風の陣／立志篇／高橋克
001年 ／ Ｐ
彦／帯なし／ 2
ＨＰ文庫／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５２６
風の陣／大望篇／高橋克
彦／帯なし／汚れ
2004
年 ／ ＰＨＰ文庫
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５２７
なぜ国家は衰亡するのか
003年 ／ Ｐ
／中西輝政／ 2
ＨＰ文庫／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５２８
歴史学ってなんだ？／小
田中直樹／帯なし
２００５年／ＰＨＰ研究
所／価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５２９
現象学／木田元
１９９０年／岩波新書
価格：４４０円

注文番号：Ｂ０５３０
ロレンツォ・デ・メディチ
暗殺／シモネッタ／熊井
ひろ美訳／ 2009年 ／ 早 川
書房／価格：１６５０円

注文番号：Ｂ０５３１
ピサ／ある帝国都市の孤
独／ボルヒャルト／小竹
澄江訳／帯なし
1992
年 ／ みすず書房
価格：１１００円

注文番号：Ｂ０５３３
図解雑学／ネコの心理／
今泉忠明／ 2002年 ／ ナ ツ
メ社／価格：５５０円

注文番号：Ｂ０５３４
やさしい金魚の飼い方／
梶純夫／帯なし
1988
年 ／ 有紀書房
価格：５５０円

注文番号：Ｂ０５３５
ハイドン／ヴィニャル／
岩見至訳／汚れ
6 ／ 音 楽之友社
昭和 4年
価格：１３２０円

注文番号：Ｂ０５３２
歴史人口学のフロンティ
ア／速水融他
２００１年／東洋経済新
報社／価格：２２００円

注文番号： B
０５３６
リスト／諸井三郎
昭和５８年／音楽之友社
価格：１３２０円

注文番号： B
０５３７
時代小説百番勝負／時代
小説の会／ 1996年 ／ ち く
ま新書／価格：４４０円

注文番号： B
０５３８
江戸の色事仕置帳／丹野
顯／２００３年／集英社
新書／価格：４４０円

注文番号： B
０５３９
世界装飾図／オーギュス
002年 ／ マ
ト・ラシネ／ 2
ール社／価格：４４０円

注文番号： B
０５４０
なぜ武士は生まれたのか
019年 ／ 文
／本郷和人／ 2
春文庫／価格：４４０円

注文番号： B
０５４１
古事記を旅する／三浦祐
之／２０１１年／文春文
庫／価格：５５０円

注文番号： B
０５４２
バクトリア王国の興亡／
前田耕作
2019年 ／ ちく ま学芸文庫
価格：７７０円

注文番号： B
０５４３
お食辞解／金田一秀穂
２０１５年／文春文庫
価格：４４０円

注文番号： B
０５４４
殺される側の論理／本田
勝一／帯なし
昭和５８年／朝日新聞社
価格：４４０円

注文番号： B
０５４５
マゼランが来た／本田勝
992年 ／ 朝
一／帯なし／ 1
日新聞社／価格：６６０円

注文番号： B
０５４６
安倍晴明／陰陽師たちの
平安時代／繁田信一
２００６年／吉川弘文館
価格：１３２０円

注文番号： B
０５４７
食をうたう／原田信男
２００８年／岩波書店
価格：１１００円

注文番号： B
０５４８
太平洋戦争と考古学／板
詰秀一／帯なし
１９９７年／吉川弘文館
価格：１１００円

注文番号： B
０５４９
ピアスの白い糸／池田香
代子／１９９４年／白水
社
価格：１３２０円

注文番号： B
０５５０
日本再興戦略／落合陽一
／書込み／ 2018年 ／ 幻 冬
舎
価格：８８０円

注文番号： B
０５５１
民俗と民藝／前田英樹
２０１３年／講談社
価格：１３２０円

注文番号： B
０５５２
大阪見聞録／渡邊忠司
２００１年／東方出版
価格：１３２０円

注文番号： B
０５５３
江戸の銭と庶民の暮らし
／吉原健一郎
２００３年／同成社
価格：１６５０円

注文番号： B
０５５４
ドニゼッティ／愛の妙薬
／オペラ・ヴォーカル・ス
コア
１９８０年／リコルディ
価格：２７５０円

注文番号： B
０５５５
ヴェルディ／エルナーニ
／オペラ・ヴォーカル・ス
コア
１９７４年／リコルディ
価格：３３００円

注文番号： B
０５５６
ヴェルディ／ジョヴァン
ナ・ダルコ／オペラ・ヴォ
ーカル・スコア
１９９６年／リコルディ
価格：３３００円

注文番号： B
０５５７
ウィーン・フォルクス・オ
ーパー 1979プ ロ／こうも
り＆メリー・ウィドゥー対
訳／汚れ／ 1979年 ／ Ｃ Ｂ
Ｃ
価格：８８０円

注文番号： B
０５５８
バイエルン国立歌劇場来
日公演プロ／１９９２年
／ジャパン・アーツ
価格：８８０円

注文番号： B
０５５９
１９世紀ウィーンへの旅
展図録／２００３年／名
古屋市博物館／価格：８８
０円

注文番号： B
０５６０
西洋の美術展／その空間
表現の流れ／図録
1987
年 ／ 国立西洋美術館
価格：１１００円

