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松香堂書店販売書籍目録

書名 著者 ISBN 価格

人文書　
西番館譯語の研究　(チベット言語学序説） 西田龍雄 \9,000
緬甸館譯語の研究（ビルマ言語学序説）（西田龍雄） 西田龍雄 \9,000
多續譯語の研究　（新語トス語の構造と系統） 西田龍雄 \9,000
倮儸譯語の研究（ロロ語の構造と系統）（西田龍雄） 西田龍雄 \14,000
白馬譯語の研究（白馬語の構造と系統） 西田龍雄・孫宏開 ISBN4-87974-901-X \35,000
古代ウイグル文阿毘達磨具舎論実義疏の研究Ⅰ 庄垣内正弘 ISBN4-87974-913-3 \21,359
古代ウイグル文阿毘達磨具舎論実義疏の研究Ⅱ 庄垣内正弘 ISBN4-87974-931-1 \22,330
古代ウイグル文阿毘達磨具舎論実義疏の研究Ⅲ 庄垣内正弘 ISBN4-87974-935-4 \19,417

ウイグル文　Dasakarmapathavadanamalaの研究
庄垣内正弘・トゥグ－
シェワ　リリヤ・藤代節

ISBN4-87974-986-9 \13,107

ウイグル文アビダルマ論書の文献学的研究 庄垣内正弘 ISBN978-4-87974-611-5 \12,400

北部トーゴのフルベ族の昔話　(Fulfulde Tales of
Northern Togo)

江口一久 ISBN4-87974-941-9 \11,650

北部カメルーンフルベ族の民間説話集１ 江口一久 ISBN4-87974-962-1 \16,504
北部カメルーンフルベ族の民間説話集２ 江口一久 ISBN4-87974-967-2 \19,418
北部カメルーンフルベ族の民間説話集３ 江口一久 ISBN4-87974-975-3 \19,417
北部カメルーンフルベ族の民間説話集４ 江口一久 ISBN4-87974-993-1 \19,524
北部カメルーンフルベ族の民間説話集５ 江口一久 ISBN4-87974-001-2 \19,524
バーブル・ナーマの研究Ⅰ　校訂本　第二版 (軽装版) 間野英二 ISBN4-87974-065-9 \8,000
バーブル・ナーマの研究Ⅱ　総索引 間野英二 ISBN4-87974-961-3 \12,136
バーブル・ナーマの研究Ⅲ　訳注 間野英二 ISBN4-87974-984-2 品切れ
バーブル・ナーマの研究Ⅳ　バーブルとその時代 間野英二 ISBN4-87974-013-6 \11,500

西域行記索引叢刊　Ⅰ大唐西域記 高田時雄・桑山正進 ISBN4-87974-992-3 \21,700

西域行記索引叢刊　Ⅱ　大唐大慈恩寺　三蔵法師伝 高田時雄・桑山正進 ISBN4-87974-003-9 \17,000

西域行記索引叢刊　Ⅲ　法顕傅・洛陽伽藍記・釈迦方
志

高田時雄・桑山正進 ISBN4-87974-012-8 \14,400

道枢一字索引
宮澤正順・麦谷邦夫・
金正耀

ISBN4-87974-021-7 \15,000

梵漢音写例一覧表 富尾武弘 ISBN4-87974-997-4 \2,000
Evolution of Mongoloid Language Koji Ohnishi ISBN4-87974-991-5 \3,000
中期モンゴル語の文字と音声 斎藤純男 ISBN4-87974-031-4 \6,800
The Mongolian Words in Kitab Majmu 'Turjuman
Turki wa-'ajami wa-Mugali: Text and Index

Yoshio Saito ISBN4-87974-053-5 \3,000

カリフ宮廷のしきたり
ヒラール・サービー著
谷口淳一・清水和裕訳

ISBN4-87974-033-0 \3,800

LAND, LOCAL CUSTOM and STATE POLICIES Mamo Hebo ISBN4-87974-061-6 \3,000
世界の文字 中西亮 ISBN4-87974-066-7 \2,000

近世日本語の進化
N.A. スィロミャートニコ
フ 著・植村 進 訳

ISBN4-87974-603-7 \3,500

土族語互助方言の研究 角道正佳 ISBN978-4-87974-610-8 \8,000
女真契丹学研究 愛新覚羅 烏拉熙春 ISBN978-4-87974-617-7 \6,000
英語強変化動詞の研究 岩本　忠 ISBN978-4-87974-618-4 \10,000
イリ河流域歴史地理論集――ユーラシア深奥部からの
眺め

窪田順平・承志・
井上充幸

ISBN978-4-87974-620-7 \3,800

女性問題関係書
BRINGING UP GIRLS 樋口恵子 ISBN4-87974-851-X \1,400
もうひとつの絵画論 若桑 みどり・萩原 弘子 ISBN4-87974-916-8 \1,942

資料日本ウーマンリブ史Ⅰ　1969-1972
溝口明代・佐伯洋子・
三木草子編

ISBN4-87974-921-1 \11,650

資料日本ウーマンリブ史Ⅱ　1972-1975
溝口明代・佐伯洋子・
三木草子編

ISBN4-87974-933-8 品切れ
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資料日本ウーマンリブ史Ⅲ　1976-1982
溝口明代・佐伯洋子・
三木草子編

ISBN4-87974-955-9 \14,563

家族問題の判例研究 神谷治美 ISBN4-87974-944-3 \4,500
隠された女の時代 まや 万紗子 ISBN4-87974-994-X \2,000
２１世紀・ローカルからグローバルへ 北京JAC委員会 ISBN4-87974-002-0 \1,700
（ウイメンズブックスブックレット７
私の性ってなんだろう―もっとステキに恋をしようよ―

深江誠子 ISBN4-87974-004-7 \900

（ウイメンズブックスブックレット８）
ジェンダー・フリーは止まらない！
　―フェミバッシングを超えて

上野千鶴子・辛淑玉 ISBN4-87974-017-9 \900

（ウイメンズブックスブックレット９）
21世紀フェミニズムの最前線
　―ウイメンズブックス・フォーラム　第一回記録―

ISBN4-87974-022-5 \900

働く女たちの記録
関西女の労働問題研
究会

ISBN4-87974-007-1 \2,000

「愛！？－私自身を生きるために」
ジェーンハイマン著・
荻野美穂訳

ISBN4-87974-015-2 \3,300

次代を拓く女たちの運動史 伍賀偕子 ISBN4-87974-023-3 \2,500
芸能音楽における女性の活躍 齋藤和枝 ISBN4-87974-051-9 \2,500

シンデレ王子の物語
バベットコール著・
上野千鶴子訳

ISBN4-87974-956-7 \1,000

トンデレラ姫物語
バベットコール著・
上野千鶴子訳

ISBN4-87974-957-5 \1,000

理工書
粉末技術の新しい展開 ISBN4-87974-952-4 \2,000
甦った人工衛星　かけはし１００日の記録 小澤啓佑 ISBN4-87974-006-3 \960
室内化学物質汚染　（シックハウスの実態と対応） ISBN4-87974-018-7 \500
C#で運動を見る 川上正之 ISBN4-87974-041-1 \2,000
カラーで見る不思議な衛星の軌道 川上正之 ISBN4-87974-045-4 \2,000
HORTICULTURE IN JAPAN 2006 園芸学会 ISBN4-87974-067-5 \2,000
心理―論理と態度理論への数理アプローチ ISBN4-87974-068-3 \4,572
ASSESSMENT AND CONTROL OF BIOLOGICAL
INVASION RISKS

ISBN978-4-87974-604-7 \2,500

科学者・偉人たちの「学びの道」 津田直行 ISBN978-4-87974-614-6 \1,429

The Wild Mammals of Japan
S. D. Ohdachi, Y.
Ishibashi, M. A. Iwasa
& T. Saitoh, eds.

ISBN978-4-87974-626-9 \5,600

政治・経済関係書
環境経済学の研究 桂木健次 ISBN4-87974-958-3 \2,719
The Economics of the Japanese Nonprofit Sector Yamauchi,Naoto ISBN4-87974-032-2 \3,800
まちづくりNPOの理論と課題（増補改訂版）―その生成
とマネジメント―

澤村　明 ISBN978-4-87974-622-1 \3,000

教育関係書
教育実践のための基礎演習 山川信晃 ISBN4-87974-985-0 \1,500

一般書
山の学校 尾瀬順子 ISBN4-87974-062-4 \1,200
北朝鮮から死線を越えて　　　稜線　巻の四 小野 恒彦・獅山 慈孝 ISBN978-4-87974-609-2 \1,000
認知症予防ゲーム　―テキスト― 高林実結樹 ISBN978-4-87974-623-8 \1,000
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西域行記索引叢刊　桑山正進・高田時雄　編
　　Ⅰ　大唐西域記
　　　　B5上製　1006 頁　22,785 円
　　Ⅱ　大唐大慈恩寺　三蔵法師伝
　　　　B5上製　772 頁　 17,850 円
　　Ⅲ　法顕傅・洛陽伽藍記・釈迦方志
　　　　B5上製　860 頁　 15,120 円

近世日本語の進化
N.A. スィロミャートニコフ　著　植村　進　訳
A5並製　350 頁　3,675 円

バーブル・ナーマの研究　間野英二　編・著
　　Ⅰ　校訂本第二版　　B5並製　786 頁　  8,400 円
　　Ⅱ　総索引　　　　　B5上製　500 頁　12,742 円
　　Ⅳ　研究篇　　　　　B5上製　604 頁　12,075 円

現用 　28 種

ラテン文字／ギリシャ文字／ロシア文字／
グルジア文字／アルメニア文字／ヘブライ文字／

アラビア文字／ウルドウ文字／デーバナーガリー文字／
グルムーキー文字／グジャラート文字／オリヤー文字／

ベンガル文字／タミール文字／テルグー文字／
カンナダ文字／マラヤラム文字／シンハラ文字／
ビルマ文字／クメール文字／タイ文字／ラオ文字／

チベット文字／モンゴル文字／朝鮮文字／
日本文字／アムハラ文字

B5 判 90 頁　2100 円　ISBN 4-87974-066-7

ウイグル文アビダルマ論書の文獻學的研究
庄垣内正弘　著
B5上製　766 頁　13,020 円

ウイグル文Daśakarmapathāvadānamālāの研究
庄垣内正弘・トゥグーシェワ リリヤ・藤代 節　著
B5 上製　380 頁　13,762 円

道枢一字索引　宮沢正順・麥谷邦夫・金 正耀　編
A4上製函入　740 頁　15,750 円

中期モンゴル語の文字と音声　斎藤純男　著
A5並製　292 頁　7,140 円

土族語互助方言の研究　角道正佳　著
B5上製　442 頁　8,400 円

中
西 

亮 

著 

『
世
界
の
文
字
』

多言語表記の「バイブル」と言われた名著
　　現用 28種と歴史的文字 89種を豊富な図版とともに解説。
　　文字学の基本文献として 30年復刊が待たれていました。

好評既刊




