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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

愛する人を所有するということ 浅見克彦 1600 品切

機械＝身体のポリティーク 中山昭彦 ほか 1600 偏見というまなざし 坪井秀人 編 1600 品切

「開発」の変容と地域文化 水内俊雄 ほか 1600 プライバシーと出版・報道の自由 青弓社編集部 編 1600

「ジェンダー」の危機を超える！ 若桑みどり ほか 1600 動物園というメディア 渡辺守雄 ほか 1600

図書館の政治学 東條文規 1600 駄菓子屋・読み物と子どもの近代 加藤 理 1600

死と死別の社会学 澤井 敦 1600 故郷の喪失と再生 成田龍一 ほか 1600

まなざしに管理される職場 大野正和 1600 「郊外」と現代社会 若林幹夫 ほか 1600 品切

浮遊する「記憶」 矢野敬一 ほか 1600 不登校と父親の役割 石川暸子 1600 品切

プロレスファンという装置 小田亮 ほか編著 1600 運動会と日本近代 吉見俊哉 ほか 1600

企業スポーツの栄光と挫折 澤野雅彦 1600 メディア空間の変容と多文化社会 吉見俊哉 ほか 1600 品切

児童虐待と動物虐待 三島亜紀子 1600 ラジオ体操の誕生 黒田 勇 1600 品切

お笑い進化論 井山弘幸 1600 ポスト・ジェンダーの社会理論 土場 学 1600

ブルマーの社会史 高橋一郎 ほか 1600 旅行の進化論 Ｗ．レシュブルク 1600

不妊と男性 村岡 潔 ほか 1600 東京ディズニーランドの神話学 桂 英史 1600

従軍のポリティクス 青弓社編集部 編 1600

〈景観〉を再考する 松原隆一郎 ほか 1600 品切 青弓社ライブラリープレート 無料

兵役拒否 佐々木陽子 編 1600

都市への／からの視線 若林幹夫 1600

健康ブームを読み解く 野村一夫 ほか 1600

ヴィジュアル系の時代 井上貴子 ほか 1600

生理休暇の誕生 田口亜紗 1600

過労死・過労自殺の心理と職場 大野正和 1600

流言の社会学 早川洋行 1600

健康の語られ方 柄本三代子 1600 品切

社会は笑う 太田省一 1600 品切

一九三〇年代のメディアと身体 吉見俊哉 1600

世間学への招待 阿部勤也 編 1600

「世間」の現象学 佐藤直樹 1600

ブラスバンドの社会史 阿部勘一 ほか 1600

総力戦と女性兵士 佐々木陽子 1600

ロックミュージックの社会学 南田勝也 1600

博物館の政治学 金子 淳 1600 品切

消費される恋愛論 菅野聡美 1600 品切

にっぽん野球の系譜学 坂上康博 1600

東京都千代田区三崎町３－３－４

貴店番線印

冊

冊

冊

冊ご担当者          様

青 弓 社

TEL. 03-3265-8548
FAX. 03-3265-8592

【青弓社ライブラリー】
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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

遠くの都市 Ｊ・Ｌ・ナンシー 2000

脱暴力へのマトリックス 大越愛子 ほか 2800 知識人の責任 Ｎ・チョムスキー 2600

戦後思想のポリティクス 大越愛子 ほか 2800 エマニュエル・ムーニエ、生涯と思想 高多彬臣 2600

沖縄の占領と日本の復興 中野敏男 ほか 編著 3400

継続する植民地主義 岩崎 稔 ほか 編著 3400

憑依の近代とポリティクス 川村邦光 編著 3400 レヴィ＝ストロース斜め読み 出口 顯 3000

文化人類学を再考する 森部 一 3000

聖なる飢餓 Ｐ・Ｒ・サンデイ 4000

ポルノと検閲 アン・スニトウ ほか 2800 癩者の生 澤野雅樹 2600

スピノザという暗号 田島正樹 3000 病い論の現在形 小林昌廣 2800

「障害者」を生きる Ｓ・ハンフリーズ 2600 死の衝動と不死の欲望 本宮輝薫 2800

売春という思想 シャノン・ベル 3400 イタリア、旅する心 末永 航 3000

デリダ・感染する哲学 松本浩治 3000 中井正一とその時代 高島直之 2800

「芸術」からの解放 ブレーズ・ガラン 4000 ノード 杉田 敦 2200

売る身体／買う身体 田崎英明 編著 3000 ヒーローの修辞学 平松 洋 2000

響きと思考のあいだ 高橋順一 5000 アート・クラック ロバート・ヒューイスン 2800

ニーチェの遠近法 新装版 田島正樹 3000 電子的迷宮 志賀隆生 2000

性への自由／性からの自由 赤川 学 2200 環境保護の原点を考える デイヴィッド・ペッパー 2800

レギュラシオン・パラダイム 海老塚明 ほか 3000

アシッド・キャピタリズム 小倉利丸 3000 勝手に撮るな！肖像権がある！増補版 村上孝止 3000

人格権侵害と言論・表現の自由 村上孝止 2000

国際紛争のメディア学 橋本 晃 2000

メディア・リテラシーの社会史 富山英彦 2000

映画の政治学 長谷正人 ほか 3000

グローバル・ヴィレッジ Ｍ・マクルーハン 4400

メディア論的思考 桂 英史 2400

メディア・イベント Ｄ・ダヤーン ほか 4000

近代の映像 原 章二 2000

ファンタジーとジェンダー 高橋 準 1600

ドウォーキン自伝 Ａ・ドウォーキン 2400

TEL. 03-3265-8548

冊

冊

貴店番線印

冊

東京都千代田区三崎町３－３－４

ご担当者          様 冊 FAX. 03-3265-8592

青 弓 社

【戦後・暴力・ジェンダー】

【日本学叢書】

【クリティーク叢書】
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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

クラシックと日本人 森 佳子 2000

写真、「芸術」との界面に 光田由里 2800 笑うオペラ 森 佳子 1600

写真との対話、そして写真から／写真へ 森山大道 3000 ワーグナーの力 寺倉正太郎 編著 2400

過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 森山大道 3000 オペラの力 寺倉正太郎 1600

写真家・熊谷元一とメディアの時代 矢野敬一 2600

写真を〈読む〉視点 小林美香 2000 オルガンの文化史 赤井 励 2000

私の写真術 新倉孝雄 2000 ピアニストガイド 吉澤ヴィルヘルム 3000

心霊写真は語る 一柳廣孝 編著 2000 まるごとピアノの本 足立 博 1600

写真、時代に抗するもの 笠原美智子 3000 日本の太鼓、アジアの太鼓 山本宏子 1600

２０世紀写真論・終章 西井一夫 3000

アジアの奇祭 さの昭／石川武志 2000 ミュージカルにいこう！ ささきまり 1600

写真家はインドをめざす 日比野 宏 ほか 2000 もっとバレエに連れてって！ 守山実花 1600

辺境へ、世界の果てへ 小野寺 誠 2000 バレエに連れてって！ 守山実花 1600

身体の臨界点 石井達朗 2000

舞踊論の視角 小林正佳 3000

問答無用のクラシック 許 光俊 1600 少女歌劇の光芒 倉橋滋樹／辻 則彦 1600

コンヴィチュニー、オペラを超えるオペラ 許 光俊 2000 文楽に連れてって！ 田中マリコ 1600

オレのクラシック 許 光俊 1600

絶対！クラシックのキモ 許 光俊 編著 1600 映画ライターになる方法 まつかわゆま 1600

オペラに連れてって！完全版 許 光俊 1600 ミュージシャンになる方法 増補版 加茂啓太郎 1600

クラシック批評という運命 許 光俊 2000 俳優になる方法 山崎 哲 1600

究極！クラシックのツボ 許 光俊 編著 1600 脚本家になる方法 福田卓郎 1600

クラシック、マジでやばい話 許 光俊 編著 1600 脚本を書こう！ 原田佳夏 1600

オペラ大爆発！ 許 光俊 編著 1600 演劇やろうよ！ かめおかゆみこ 1800

クラシックを聴け！ 許 光俊 1600 旅の写真、達人のコツ 樋口 聡 1600

クラシックCD異稿・編曲のたのしみ 近藤健児 1600

それでもクラシックは死なない！ 松本大輔 1800 英国ロック博覧会 舩曳将仁 2000

盤鬼、クラシック100盤勝負！ 平林直哉 1600 ブリティッシュ・ロックの黄金時代 舩曳将仁 2000

クラシック100バカ 平林直哉 1600 音楽は死なない！ 落合真司 1600

クラシック中毒 平林直哉 1600 音楽業界ウラわざ 落合真司 1600

クラシック、これを聴いてから死ね！ 大嶋逸男 1800 バルカン音楽ガイド 関口義人 1800

わが魂のクラシック 宇野功芳 2000 歌謡曲は、死なない。 貴地久好／高橋秀樹 1600

不思議な国のクラシック 鈴木淳史 1600 ２１世紀のロック 陣野俊史 編 1600

青 弓 社

冊 東京都千代田区三崎町３－３－４

TEL. 03-3265-8548
FAX. 03-3265-8592

【音楽】

貴店番線印

冊

冊

ご担当者          様 冊

【写真叢書】
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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

宝塚ゼミ０５年前期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０４年後期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０４年前期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０３年後期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０３年前期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０２年後期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０２年前期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０１年後期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ０１年前期 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚ゼミ００年 鶴岡英理子 ほか 1600 1600

宝塚のシルエット 鶴岡英理子 1600 1600

宝塚つむじマガジン 田中マリコ 1600 1600

宝塚冗談タイムス 田中マリコ 1600 1600

宝塚お気楽読本 田中マリコ 1600 1600

宝塚よ、どこへ行く 田中マリコ 1600 1600 品切

宝塚探検隊が行く 田中マリコ 1600 1600

宝塚歌劇支局１ 薮下哲司 1600 1600

宝塚伝説２００１ 薮下哲司 1600 1600 品切

宝塚伝説 薮下哲司 2000 1600

宝塚アン・ドゥ・トロワ 奥井力也 編著 1600 1600 品切

宝塚に連れてって！ 波 環 1400 1600

宝塚ワクワク絵日記 添田恵美子 1000 1600

石井式宝塚評判記２ 石井徹也 1600 1600

石井式宝塚評判記１ 石井徹也 1600 1600

宝塚迷走録 石井徹也 1600 1600

宝塚戦国記 石井徹也 2000 1600

宝塚見聞録 石井徹也 3000 1600 品切

1600

（23）失われた10年の軌跡

（22）９０周年Ⅱ それでも夢みたい

（21）明日はどっちだ!? ９０周年

TEL. 03-3265-8548

(26)娘役花模様

(25)サヨナラ初風＆樹里、男役マップの現在

（24）『エリザベート』と瀬奈じゅん

冊 東京都千代田区三崎町３－３－４

ご担当者          様 冊 FAX. 03-3265-8592

貴店番線印

冊

青 弓 社冊

【宝塚】 【宝塚アカデミア】

(28)サヨナラ湖月わたる＆朝海ひかる

(27)サヨナラ和央＆花總

⑳新・専科制度まる三年

⑲センセの通信簿

⑱ＳＭＩＬＥ！ サヨナラ絵麻緒ゆう・紺野まひる・成瀬こうき

⑰匠ショック!!

⑯宝塚・リカバリー

⑮サヨナラ愛華みれ、稔幸、星奈優里

⑭サヨナラ真琴つばさ

⑬第２回宝塚アカデミア・アカデミー賞

⑫どうする新専科・どうなる『ベルばら』

⑪サヨナラ姿月あさと、千紘れいか

⑩第１回宝塚アカデミア・アカデミー賞発表！

⑨娘役の新世代、新世代の娘役

⑧私が望む宝塚

⑦９９年ラインナップ大予想

⑥サヨナラ真矢みき、麻路さき

⑤『ＷＥＳＴ ＳＩＤＥ ＳＴＯＲＹ』

④タカラヅカ大変動―２００１年への助走

③サヨナラ白城あやか、久世星佳、高嶺ふぶき

②『エリザベート』と小池修一郎

①植田紳爾の世界
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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

中島みゆき おとぎばなしのゆくえ 藤田ひろみ 1600

妖怪は繁殖する 一柳廣孝 ほか 2400 あなたと聴く中島みゆき 藤田ひろみ 1600

幻想文学、近代の魔界へ 一柳廣孝 ほか 2400 中島みゆき・無限軌道の旅 落合真司 1600

ホラー・ジャパネスクの現在 一柳廣孝 ほか 2000 中島みゆき・円環する癒し 落合真司 1600

中島みゆき・愛に行く者へ 落合真司 1800

オカルトの帝国 一柳廣孝 編著 2000 ユーミン・恋愛風景論 落合真司 1700

「学校の怪談」はささやく 一柳廣孝 1600

力道山と日本人 岡村正史 編 1600

怪獣神話論 八本正幸 1600 こんなスポーツ中継は、いらない！ 青弓社編集部 編 1600

９９年の滅亡を夢見て 許 光俊 ほか 1200

日米ゴジラ大戦 切通理作 ほか 1200

唐十郎がいる唐組がある二十一世紀 堀切直人 編著 2000

唐十郎ギャラクシー 堀切直人 2400

畸人さんといっしょ 畸人研究学会 1600

天人戯楽 立木鷹志 編著 2000

小劇場、みんながヒーローの世界 風間 研 2000

映画スターの〈リアリティ〉 リチャード・ダイアー 4000

インド映画への招待状 杉本良男 2400

モンスター映画の誕生 児玉数夫 2000

東京都千代田区三崎町３－３－４

TEL. 03-3265-8548
ご担当者          様 冊 FAX. 03-3265-8592

冊

青 弓 社冊

冊

【ナイトメア叢書】

貴店番線印
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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

フリーライターズ・マニュアル 樋口 聡 1600 滝田ゆう奇譚 深谷 考 1800

１０人のノンフィクション術 関 朝之 1600 幸田文のかたみ 深谷 考 2000

宮沢賢治を創った男たち 米村みゆき 3000

シャーロック・ホームズ、チベットへ行く ジョン・Ｈ・ワトソン 1600 司馬遼太郎とその時代 戦後篇 延吉 実 2400

シャーロック・ホームズと９９人の賢者 水野雅士 2000 司馬遼太郎とその時代 戦中篇 延吉 実 2400

手塚治虫とコナン・ドイル 水野雅士 1800 芹沢光治良の世界 梶川敦子 2400

シャーロック・ホームズ 大陸の冒険 水野雅士 1600 京極夏彦の世界 永瀬唯 1600

シャーロッキアンへの道 水野雅士 2400 船戸与一と叛史のクロニクル 小田光雄 2000

シャーロック・ホームズの時間旅行 水野雅士 1600 村上春樹の歌 深海 遙 1500

ホームズ探偵学序説 水野雅士 1600

シャーロック・ホームズ秘宝館 北原尚彦 1600 探偵小説と日本近代 吉田司雄 2600

読書の死と再生 堀切直人 1800

書痴迷宮 喜多村 拓 1600 邪悪な文学誌 許 光俊 2600

古本迷宮 喜多村 拓 1600

古書ハンター 稲毛 恍 1600

古本泣き笑い日記 山本善行 1600

古本が古本を呼ぶ 高橋輝次 1600

古本スケッチ帳 林 哲夫 1600

古本デッサン帳 林 哲夫 2000

文庫びっくり箱 則枝忠彦 1600

文庫パノラマ館 奥村敏明 1600

絶版文庫嬉遊曲 田村道美 ほか 1600

絶版文庫四重奏 田村道美 ほか 2000

古書を求めて 山下 武 2000

TEL. 03-3265-8548

冊 東京都千代田区三崎町３－３－４

貴店番線印

ご担当者          様 冊 FAX. 03-3265-8592

冊

青 弓 社冊
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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

刑法39条はもういらない 佐藤直樹 2600

〈責任〉のゆくえ 佐藤直樹 2400 読書と豊かな人間性の育成 天道佐津子 編著 1800

大人の〈責任〉、子どもの〈責任〉 佐藤直樹 2800 学校経営と学校図書館、その展望 北 克一 編著 1800

きみからの贈りもの 関 朝之 1400 学習指導・調べ学習と学校図書館 大串夏身 編著 1800

自殺した子どもの親たち 若林一美 1600 学校図書館メディアの構成とその組織化 志村尚夫 編著 1800

小児がん病棟の子どもたち 田代 順 2000 情報メディアの活用と展開 中山伸一 編著 1800

不登校から脱出する方法 石川暸子 1600

「親になる」ということ 青木信人 1600 チャート式情報アクセスガイド 大串夏身 1600

家族崩壊と子どもたち 青木信人 2000 文科系学生の情報術 大串夏身 1600

「感情」をなくす子どもたち 青木信人 2000 これからの図書館 大串夏身 2000

解体される子どもたち 芹沢俊介 2800 レファレンス・サービス 大串夏身 2000

他界と遊ぶ子どもたち 芹沢俊介 1650 情報は誰のものか？ 青弓社編集部 編 2000

少年犯罪論 芹沢俊介 編著 2800 町立図書館をつくった！ 白根一夫 編著 2000

私のいじめられ日記 土屋 怜／土屋 守 1500 司書教諭という仕事 渡辺重夫 1800

５００人のいじめられ日記 土屋 守 1500 図書館に生きる 久保和雄／堀田 穣 2000

生涯学習施設をつくる 林 健生 15000

臨床心理士になる方法 斉藤智弘 1600 現代人のための情報収集術 情報アクセス研究会 2000

生命倫理の再生に向けて 西日本生命倫理研究会 3000

精神遅滞児の臨床 大堂庄三 2800

日本資本主義の生命力 鷲田小彌太 2000

現代知識人の作法 鷲田小彌太 2000

冊

冊

青 弓 社冊

東京都千代田区三崎町３－３－４
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2007.04.01 現在

注文

長期

常備

延勘

書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

コルセットの文化史 古賀令子 2000 男でも女でもない性・完全版 橋本秀雄 1600

接吻の博物誌 立木鷹志 2000 性を再考する 橋本秀雄 ほか 1600

女装の聖職者ショワジー 立木鷹志 2400 性のグラデーション 橋本秀雄 1600

ヴィンテージ・エロチカ 秋田昌美 2000 女子高生になれなかった少年 佐倉智美 1600

官能へのテロル 矢野龍子 2000 トランスジェンダーの仲間たち 虎井まさ衛 1600

よいセックス Ｊ・ハットン 2000 ある性転換者の記録 虎井まさ衛／宇佐美恵子 1600

レズビアン Ｈ・エバーハート 2000 女から男になったワタシ 虎井まさ衛 1800

ポリセクシャル・ラヴ 石井達朗 2000

男装論 石井達朗 2200 まちがいだらけの包茎知識 山本直英 編著 1600

匂える園 Ｍ・Ｅ・ネフザウィ 2600

エロ写真発掘帳 佐久間 猛 編 2000

死の舞踏 山口 椿 2000 世紀末エロ写真館 下川耿史 2000

ブリミアーナ 山口 椿 ほか 2000 日本エロ写真史 下川耿史 2000

肉体のヌートピア 永瀬 唯 2600

ポスト・ヒューマン・ボディーズ 遠藤 徹 2400 大エロ捜査網 松沢呉一 1600

風俗裏日記 落合真司 1600

冊
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書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

中国の性愛テクノロジー 大沢 昇 2000 癒しの宝石たち 北出幸男 1600

チャイナドレスをまとう女性たち 謝 黎 4000 宝石の力 北出幸男 1600

ホテルの社会史 富田昭次 2000 聖地への旅 鎌田東二 2600

ホテルと日本近代 富田昭次 2000 霊性のネットワーク 鎌田東二／喜納昌吉 1600

絵はがきで見る日本近代 富田昭次 2000

ＤＶＤ映画で楽しむ世界史 大串夏身 1800 現代救済宗教論 島薗 進 2000

校旗の誕生 水崎雄文 2000 宗教と社会問題の〈あいだ〉 南山宗教文化研究所 編 3000

戦死者のゆくえ 川村邦光 編 3400 現代宗教と社会倫理 Ｒ・キサラ 2400

巫女の民俗学 川村邦光 2000

幻視する近代空間 川村邦光 2000

催眠術の日本近代 一柳廣孝 2000

健康法と癒しの社会史 田中 聡 2000

記憶術のススメ 岩井 洋 2200

メダカと日本人 岩松鷹司 1800

富士山と日本人 青弓社編集部 編 1800

相撲の誕生 定本 長谷川 明 2000

神と舞う俳優たち 須藤 功 2000

顔あげて現場へ往け 大月隆寛 2800

民俗学という不幸 大月隆寛 2400

葬式 須藤 功 2000

日本の国号 坂田 隆 2800

不老不死伝説 三谷茉沙夫 2000

鬼の風土記 服部邦夫 2000

猫神様の散歩道 八岩まどか 1600

温泉と日本人 増補版 八岩まどか 1600

熊野学事始め 環 栄賢 2800

日本の奇祭 合田一道 2000

パプアニューギニア祭り紀行 辻丸純一 1600

アンデス奇祭紀行 鈴木智子 1600

アンデス、祭りめぐり 鈴木智子 1600

冊 東京都千代田区三崎町３－３－４

TEL. 03-3265-8548

貴店番線印
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書名 著者 本体価格 注文 書名 著者 本体価格 注文

ああ勲章 佐藤清彦 1600 猟奇連続殺人の系譜 コリン・ウィルソン 2000

にっぽん心中考 佐藤清彦 2000 殺人の迷宮 コリン・ウィルソン 2000

贋金王 佐藤清彦 2000 情熱の殺人 コリン・ウィルソン 2000

旅の遠近 宮内要治 2000 殺人狂時代の幕開け コリン・ウィルソン 2000

おみやげ 神崎宣武 2200 死刑囚監房 Ｍ・ジェイムズ 2000

絞首刑執行人の日記 Ｔ・Ｊ・リーチ 2000

盗みの文化誌 泥棒研究会 編著 2000 自殺者たち 下川耿史 ほか 2000

スリのテクノロジー 尾佐竹 猛 ほか 2000 バラバラ殺人の系譜 龍田恵子 2000

ギロチン Ｄ・ジェルールド 3600

媚薬の博物誌 立木鷹志 2000 拷問と刑罰の中世史 Ａ・Ｍ・アール ほか 2000

ドラッグ・ユーザー Ｊ・ストロースボー 2000 鞭打ちの文化史 中田耕治 2000

ドラッグストア 山口 椿 2000

アヘン ジム・ホグシャー 2000

冊 東京都千代田区三崎町３－３－４
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