
分類番号 著者記号 書籍名　                                                  　叢書名　        巻次 著者名 出版社 出版年

M231 タツミ 大伴旅人　「令和」を開いた万葉集の歌人 辰巳正明 新典社 2020

M ウエノ 令和のこころ　万葉の世界と梅花の宴 上野誠　花村えい子 ミネルヴァ書房 2019

M ウエノ 古代の都　万葉集から学ぼう　日本のこころと言葉 上野誠　花村えい子　こどもくらぶ ミネルヴァ書房 2020

210.1 コタイ 渡来系移住民　半島・大陸との往来　             　　シリーズ　古代史をひらく　4 吉村武彦　吉川真司　川尻秋生 岩波書店 2020

210.026 ナフン 木簡　古代からの便り 奈良文化財研究所 岩波書店 2020

921.4 カワイ 文選　詩篇（四）　　　　　   　                              岩波文庫 川合康三　富永一登　釜谷武志 岩波書店 2018

921.4 カワイ 文選　詩篇（五）　　　　　                                 　岩波文庫 川合康三　富永一登　釜谷武志 岩波書店 2019

921.4 カワイ 文選　詩篇（六）　　　　　                                 　岩波文庫 川合康三　富永一登　釜谷武志 岩波書店 2019

210.3 オオツ 律令国家と隋唐文明　　　                              　岩波新書　1827 大津透 岩波書店 2020

E シモカ ねえねえ　あのね　　　　　                              　講談社の創作絵本 しもかわらゆみ 講談社 2020

164.1 ミウラ 出雲神話論 三浦佑之 講談社 2019

M ナカニ 卒寿の自画像　わが人生の賛歌 中西進　鵜飼哲夫 東京書籍 2020

M02 ナカニ 万葉集愛の100首 中西進 宝島社 2020

210.27 ハンヤ ヤマト王権の古代学　「おおやまと」の王から倭国の王へ 坂靖 新泉社 2020

210.025 イセキ
河内平野をのぞむ大型群集墳　高安千塚古墳群
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シリーズ「遺跡を学ぶ」　138 吉田野乃　藤井淳弘 新泉社 2019

210.025 イセキ 物部氏の拠点集落　布留遺跡                        シリーズ「遺跡を学ぶ」　140 日野宏 新泉社 2019

M9 マクミ 英語で味わう万葉集                                     文春新書　1245 ピーター・Ｊ・マクミラン 文芸春秋 2019



分類番号 著者記号 書籍名　                                                  　叢書名　        巻次 著者名 出版社 出版年

188 スカヤ 大安寺伽藍縁起并流記資財帳を読む                  大安寺歴史講座　1 菅谷文則　南都大安寺 東方出版 2020

288.41 タキナ 持統天皇　壬申の乱の「真の勝者」　　 　               中公新書　2563 瀧浪貞子 中央公論新社 2019

288.3 クラモ 公家源氏　王権を支えた名族　　　                        中公新書　2573 倉本一宏 中央公論新社 2019

210.3 クラモ 皇子たちの悲劇　皇位継承の日本古代史　　         角川選書　631 倉本一宏 KADOKAWA 2020

210.27 ツシタ 鏡の古代史　　　                                                角川選書　630 辻田淳一郎 KADOKAWA 2019

210.3 ミタニ 大地の古代史　土地の生命力を信じた人びと      　 歴史文化ライブラリー493 三谷芳幸 吉川弘文館 2020

P 二ホン 日本考古学　                                                    第48号 日本考古学協会 吉川弘文館 2019

P 二ホン 日本考古学年報　                                             70　2017年度版 日本考古学協会 吉川弘文館 2019

702.098 アシア 中央アジアⅠ　ガンダーラ～東西トルキスタン　　　 アジア仏教美術論集 宮治昭 中央公論美術出版 2017

702.098 アシア 中央アジアⅡ　チベット　　                                　アジア仏教美術論集 森雅秀 中央公論美術出版 2018

702.098 アシア 東アジアⅠ　後漢・三国・南北朝　　                   　 アジア仏教美術論集 濱田瑞美 中央公論美術出版 2017

702.098 アシア 東アジアⅡ　隋・唐　　　                                      アジア仏教美術論集 肥田路美 中央公論美術出版 2019

702.098 アシア 東アジアⅥ　朝鮮半島　　                                 　アジア仏教美術論集 井手誠之輔　朴亨國 中央公論美術出版 2018

702.098 アシア 東南アジア　　　                                               　アジア仏教美術論集 肥塚隆 中央公論美術出版 2019

702.098 アシア 南アジアⅠ　マウリヤ朝～グプタ朝　　                　アジア仏教美術論集 宮治昭　福山泰子 中央公論美術出版 2020

M カワサ 万葉の史的世界 川﨑晃 慶應義塾大学出版会 2018

210.34 コハモ 飛鳥藤原京の山河意匠　地形幾何学の視点 木庭元晴 関西大学出版部 2018



分類番号 著者記号 書籍名　                                                  　叢書名　        巻次 著者名 出版社 出版年

187 ミヤキ 日本古代仏教の福祉思想と実践 宮城洋一郎 岩田書院 2018

388.1 イワイ 図説　日本の妖怪　新装版 岩井宏實　近藤雅樹 河出書房新社 2017

M ウエノ 万葉をヨム　方法論の今とこれから 上野誠　大浦誠士　村田右富実 笠間書院 2019

M235 タタカ
高橋虫麻呂と山部赤人　長歌の達人高橋虫麻呂
人麻呂と双璧をなす山部赤人　　                  　コレクション日本歌人選　061 多田一臣 笠間書院 2018

M02 エント 笠女郎　すべて家持ひとりに宛てた恋の歌　　　コレクション日本歌人選　062 遠藤宏 笠間書院 2019

210.34 オオサ 難波宮と大化改新　       　　　　　　　　　　　　　　日本史研究叢刊          　36 大阪市立大学難波宮研究会 和泉書院 2020

814 コクコ 国語語彙史の研究　三十九　　　　                                                   　39 国語語彙史研究会 和泉書院 2020

210.3 ミスタ 日本古代の思想と天皇　　　　　　　　　　　　　　　日本史研究叢刊　          35 水谷千秋 和泉書院 2020

913.22 ヤマシ 日本書紀1300年史を問う 山下久夫　斎藤英喜 思文閣出版 2020

210.088 クラモ 日記・古記録の世界 倉本一宏 思文閣出版 2015

811.4 サワサ 古代日本語における万葉仮名表記の研究 澤崎文 塙書房 2020

210.3 エムラ 律令天皇制祭祀と古代王権 榎村寛之 塙書房 2020

M8 マンヨ 万葉集研究　第三十九集　　　　                                               　39 芳賀紀雄　鉄野昌弘　奥村和美 塙書房 2019

913.22 ニホン 日本書紀研究　第三十三冊　日本書紀選進一三〇〇年記念　　    　33 日本書紀研究会 塙書房 2020

210.3 ヤノケ 日本古代の宗教と社会 矢野建一 塙書房 2018

P クナイ 正倉院年報　　　第1号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1979

P クナイ 正倉院年報　　　第2号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1980



分類番号 著者記号 書籍名　                                                  　叢書名　        巻次 著者名 出版社 出版年

P クナイ 正倉院年報　　　第3号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1981

P クナイ 正倉院年報　　　第4号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1982

P クナイ 正倉院年報　　　第5号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1983

P クナイ 正倉院年報　　　第6号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1984

P クナイ 正倉院年報　　　第7号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1985

P クナイ 正倉院年報　　　第8号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1986

P クナイ 正倉院年報　　　第9号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1987

P クナイ 正倉院年報　　　第10号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1988

P クナイ 正倉院年報　　　第11号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1989

P クナイ 正倉院年報　　　第12号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1990

P クナイ 正倉院年報　　　第13号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1991

P クナイ 正倉院年報　　　第14号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1992

P クナイ 正倉院年報　　　第15号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1993

P クナイ 正倉院年報　　　第16号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1994

P クナイ 正倉院年報　　　第17号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1995

P クナイ 正倉院年報　　　第18号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1996

P クナイ 正倉院紀要　　　第19号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1997



分類番号 著者記号 書籍名　                                                  　叢書名　        巻次 著者名 出版社 出版年

P クナイ 正倉院紀要　　　第20号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1998

P クナイ 正倉院紀要　　　第21号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 1999

P クナイ 正倉院紀要　　　第22号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2000

P クナイ 正倉院紀要　　　第23号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2001

P クナイ 正倉院紀要　　　第24号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2002

P クナイ 正倉院紀要　　　第25号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2003

P クナイ 正倉院紀要　　　第26号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2004

P クナイ 正倉院紀要　　　第27号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2005

P クナイ 正倉院紀要　　　第28号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2006

P クナイ 正倉院紀要　　　第29号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2007

P クナイ 正倉院紀要　　　第30号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2008

P クナイ 正倉院紀要　　　第31号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2009

P クナイ 正倉院紀要　　　第32号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2010

P クナイ 正倉院紀要　　　第33号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2011

P クナイ 正倉院紀要　　　第34号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2012

P クナイ 正倉院紀要　　　第35号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2013

P クナイ 正倉院紀要　　　第36号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2014



分類番号 著者記号 書籍名　                                                  　叢書名　        巻次 著者名 出版社 出版年

P クナイ 正倉院紀要　　　第37号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2015

P クナイ 正倉院紀要　　　第38号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2016

P クナイ 正倉院紀要　　　第40号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2018

281 モリシ 名家伝記資料集成　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ-き　  　 1 森繁夫　中野荘次 思文閣出版 1984

281 モリシ 名家伝記資料集成　　　　　　　　　　　　　　　　　　く-と　    　2 森繁夫　中野荘次 思文閣出版 1984

281 モリシ 名家伝記資料集成　　　　　　　　　　　　　　　　　　な-ほ　  　3 森繁夫　中野荘次 思文閣出版 1984

281 モリシ 名家伝記資料集成　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま-を　   　4 森繁夫　中野荘次 思文閣出版 1984

281 モリシ 名家伝記資料集成　　　　　　　　　　　　　　　　　　総索引　　 5 森繁夫　中野荘次 思文閣出版 1984

170 シント 律・令　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神道大系　古典編　9 神道大系編纂会　小林宏 神道大系編纂会 1987

170 シント 延喜式　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神道大系　古典編　11 神道大系編纂会　虎尾俊哉 神道大系編纂会 1991

170 シント 延喜式　下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神道大系　古典編　12 神道大系編纂会　虎尾俊哉 神道大系編纂会 1993

164.1 カツマ 上代日本の神話・伝説・万葉歌の解釈 勝俣隆 おうふう 2017

210.04 ナカオ 難波宮と古代都城 中尾芳治 同成社 2020

M サカモ 万葉歌解 坂本信幸 塙書房 2020

216.5 ナラケ 庁中漫録　一二・一三・一四　　　　　　　　　　　　　奈良史料叢書　5 奈良県地域振興部文化資源活用課 奈良県 2020

P クナイ 正倉院紀要　　　第39号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2017

P クナイ 正倉院紀要　　　第41号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2019



分類番号 著者記号 書籍名　                                                  　叢書名　        巻次 著者名 出版社 出版年

P クナイ 正倉院紀要　　　第42号 宮内庁正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所 2020

M241 ナカニ 家持を伝える　歌い継がれ、語り継がれる越中の家持 中西進　高志の国文学館 北日本新聞社 2020

913.22 ムラタ 日本を読もう　わかる日本書紀③　慈愛と残虐の帝　　　マンガ遊訳 村田右富実　村上ナッツ　つだゆみ 西日本出版社 2020

910.6 コクフ
時空を翔ける中将姫　説話の近世的変容
                                                                ブックレット〈書物をひらく〉　22 日沖敦子 平凡社 2020

910.6 コクフ
『無門関』の出世双六　帰化した禅の聖典
                                                                ブックレット〈書物をひらく〉　23 ディディエ・ダヴァン 平凡社 2020

175.965 カシハ 神武天皇論 清水潔 橿原神宮庁 2020

175.965 カシハ 橿原神宮史　続編 田浦雅徳 橿原神宮庁 2020

204 アスカ
明日香村文化財調査研究紀要
18 明日香村教育委員会 明日香村 2019

204 アスカ
明日香村文化財調査研究紀要
19 明日香村教育委員会 明日香村 2020

216.5 アスカ 明日香村遺跡調査概報　　　　　　　　　　　　　  平成29年度 明日香村教育委員会 明日香村 2019

216.5 アスカ 明日香村遺跡調査概報　　　　　　　　　　　　　  平成30年度 明日香村教育委員会 明日香村 2020

216.5 アスカ
飛鳥寺西方遺跡発掘調査報告書　飛鳥寺西槻の広場推定地の調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明日香村文化財調査報告書　14 明日香村教育委員会 明日香村 2020

911.1 オサキ 神山三輪山歌集 尾崎左永子 (有)万来舎 2019

216.5 アスカ あすか古京（復刻版）　　　　　　　　　　　　　　　  第1号～第50号 網干善教　花井節三 飛鳥古京を守る会 1991


