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ブックトーク２０１９ 関連図書展示

ブックトークは、講師が自身の著書をもとに講演し、皆さまと交流するイベントです。

今回講演いただくのは社会学研究科の秋山晋吾教授。
数百年前の民衆の日常生活を知ることは、残された史料の中に散らばる痕跡をつなぎ合わせること。
楽しさと難しさのまじりあう史料の読み解きの世界に誘います。

本展示では、ブックトークで紹介する本および講師が硬軟織り交ぜてリストアップした関連書籍を紹介します。

－史料が語ること、語らないこと

近世ヨーロッパの
村の世界を復元する

ブックトーク２０１９

講師

秋山 晋吾 教授

(社会学研究科)

会場 附属図書館会議室（時計台棟１階）
定員 50名（参加無料）※学外の方も参加できます
参加申込 下記のページまたはQRコードからお申込みください

https://hrs.ad.hit-u.ac.jp/v33/entries/add/226

No. 書名・著者名・出版情報 請求記号

関連図書

2 『モンタイユー : ピレネーの村 1294～1324』 エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ著 ; 井
上幸治[ほか]訳. 刀水書房, 1990-1991. (刀水歴史全書 ; 26)

2350:23:上
2350:23:下

3 『南仏ロマンの謝肉祭(カルナヴァル)―叛乱の想像力』エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ. 
新評論, 2002. 2350:283 

4 『叢書『アナール1929-2010』 : 歴史の対象と方法』 A・ビュルギエール編 ; 井上櫻子, 北
垣潔, 平澤勝行訳. 藤原書店, 2010-2017. 2000:340:1～5

5 『ベナンダンティ : 16-17世紀における悪魔崇拝と農耕儀礼』カルロ・ギンズブルグ著 ; 竹
山博英訳. せりか書房, 1986. 3800:532

No. 書名・著者名・出版情報 請求記号

紹介する本

1 『姦通裁判 : 18世紀トランシルヴァニアの村の世界』秋山晋吾著. 星海社, 2018. (星海社新
書 ; 129) 2390:55 
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No. 書名・著者名・出版情報 請求記号

6 『チーズとうじ虫 : 16世紀の一粉挽屋の世界像』カルロ・ギンズブルグ [著] ; 杉山光信訳. 
みすず書房, 2012. 1900:1201

7 『愚者の王国異端の都市 : 近代初期フランスの民衆文化』 ナタリー・ゼーモン・デーヴィス
著 ; 成瀬駒男 [ほか] 訳. 平凡社, 1987. (テオリア叢書) 2350:50

8 『帰ってきたマルタン・ゲール : 16世紀フランスのにせ亭主騒動』 N. Z. デーヴィス著 ; 成
瀬駒男訳. 平凡社, 1993. (平凡社ライブラリー ; 33) Qd:1025

9
『境界を生きた女たち : ユダヤ商人グリックル、修道女受肉のマリ、博物画家メーリアン』
ナタリー・Z. デーヴィス著 ; 長谷川まゆ帆, 北原恵, 坂本宏訳. 平凡社, 2001. (テオリア叢
書)

3670:914

10 『贈与の文化史 : 16世紀フランスにおける』ナタリー・Z・デーヴィス [著] ; 宮下志朗訳. 
みすず書房, 2007. 3800:1212

11 『フランスの家族 : アンシャン・レジーム下の親族・家・性』 J.L.フランドラン著 ; 森田伸
子, 小林亜子訳. 勁草書房, 1993. Kb:1833

12 『性の歴史』 J-L・フランドラン [著] ; 宮原信訳. 藤原書店, 1992. 3800:353

13 『「子供」の誕生 : アンシァン・レジーム期の子供と家族生活』 フィリップ・アリエス
[著] ; 杉山光信, 杉山恵美子訳. みすず書房, 1980. 3670:28

14 『歴史人口学序説 : 17・18世紀ボーヴェ地方の人口動態構造』ピエール・グベール [著] ; 
遅塚忠躬, 藤田苑子訳. 岩波書店, 1992. Qd:955

15 『われら失いし世界 : 近代イギリス社会史』 ラスレット[著] ; 川北稔, 指昭博, 山本正訳. 三
嶺書房, 1986. 2330:43

16 『ヨーロッパの伝統的家族と世帯』ピーター・ラスレット [著] ; 酒田利夫, 奥田伸子訳. リブ
ロポート, 1992. (社会科学の冒険 ; 14) 3610:1079

17 『家族と人口の歴史社会学 : ケンブリッジ・グループの成果』 斎藤修編著 ; ピーター・ラス
レット [ほか] 著. リブロポート, 1988. (社会科学の冒険 ; 8) 3610:650

18 『日常性の構造』 フェルナン・ブローデル [著] ; 村上光彦訳. みすず書房, 1985. (物質文
明・経済・資本主義15-18世紀)

Qc:176:1/1
Qc:176:1/2

19 『交換のはたらき』 フェルナン・ブローデル [著] ; 山本淳一訳. みすず書房, 1986-1988. 
(物質文明・経済・資本主義15-18世紀)

Qc:176:2/1
Qc:176:2/2

20 『世界時間』 フェルナン・ブローデル [著] ; 村上光彦訳. みすず書房, 1996-1999. (物質文
明・経済・資本主義15-18世紀)

2090:228:3/1
2090:228:3/2

21 『フランス歴史学革命 : アナール学派1929-89年』 ピーター・バーク[著] ; 大津真作訳. 岩
波書店, 2005. (岩波モダンクラシックス) 2000:257

22 『魔女とシャリヴァリ』 二宮宏之, 樺山紘一, 福井憲彦責任編集. 新評論, 1982. (叢書歴史を
拓く : アナール論文選 ; 1) 2300:137

23 『魔女とシャリヴァリ』 二宮宏之, 樺山紘一, 福井憲彦責任編集. 新版. 藤原書店, 2010. (叢
書歴史を拓く : アナール論文選 ; 1) 2300:462

24 『家の歴史社会学』 二宮宏之,樺山紘一,福井憲彦責任編集. 新評論, 1983. (叢書歴史を拓く . 
アナール論文選 ; 2) 3610:1002

25 『医と病い』 二宮宏之, 樺山紘一, 福井憲彦責任編集. 新評論, 1984. (叢書歴史を拓く . ア
ナール論文選 ; 3) Sce:701

26 『都市空間の解剖』 二宮宏之,樺山紘一,福井憲彦責任編集. 新評論, 1985. (叢書歴史を拓く . 
アナール論文選 ; 4) 2090:148

27 『江戸農民の暮らしと人生 : 歴史人口学入門』 速水融著. 麗沢大学出版会, 2002. 3343:85
28 『歴史人口学と家族史』 速水融編. 藤原書店, 2003. 3342:28

29 『村 : 百姓たちの近世』 水本邦彦著. 岩波書店, 2015. (岩波新書 ;  新赤版 1523 . シリーズ
日本近世史 ; 2)

0800:33:新赤
1523

30 『ハンガリーに蹄鉄よ響け : 英雄となった馬泥棒』 南塚信吾著. 平凡社, 1992. 2340:101
31 『ドイツ奉公人の社会史 : 近代家族の成立』 若尾祐司著. ミネルヴァ書房, 1986. 2340:63

32 『百姓の力 : 江戸時代から見える日本』 渡辺尚志 [著]. KADOKAWA, 2015. (角川文庫 ; 
19520) 2105:572
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