
分類番号 著者記号書籍名　副題１　副題２　副題３　叢書名　巻次 著者名　著者名２　著者名３ 出版社 出版年

020 ソリマ 日本の古典籍　その面白さ　その尊さ　　　　 反町茂雄　　 八木書店 1993

026 ヘイコ 日本古典籍目録　米国議会図書館蔵　　　　 米国議会図書館蔵日本古典籍目録刊行会　　 八木書店 2003

163 スカワ 木曽御嶽信仰とアジアの憑霊文化　　　　　 菅原寿清　　 岩田書院 2012

175.995 ツシヒ 八幡宮寺成立史の研究　　　　　 辻日出典　　 続群書類従完成会 2003

210.025 ヒカシ 考古学からみた古代日本の紡織　改訂新装版　　　　 東村純子　　 六一書房 2012

210.36 サイキ 古記録学概論　　　　　 斎木一馬　　 吉川弘文館 2007

210.12 ホウセ 経木　　　　ものと人間の文化史　37 田中信清　　 法政大学出版局 2001

210.12 ホウセ 食具　　　　  ものと人間の文化史　96 山内昶　　 法政大学出版局 2008

210.12 ホウセ 瓦　　　　     ものと人間の文化史　100 森郁夫　　 法政大学出版局 2012

210.12 ホウセ 植物民俗　  ものと人間の文化史　101 長沢武　　 法政大学出版局 2012

210.12 ホウセ 箸　　　　     ものと人間の文化史　102 向井由紀子　橋本慶子　 法政大学出版局 2006

210.12 ホウセ 地方仏１　   ものと人間の文化史　41-1 むしゃこうじみのる　　 法政大学出版局 2006

210.12 ホウセ 地方仏２　   ものと人間の文化史　41-2 むしゃこうじみのる　　 法政大学出版局 1997

210.12 ホウセ 道２　　　　   ものと人間の文化史　116-2 武部健一　　 法政大学出版局 2003

210.12 ホウセ 捕鯨２　　    ものと人間の文化史　120-2 山下渉登　　 法政大学出版局 2004

210.12 ホウセ 動物民俗２ ものと人間の文化史　124-2 長沢武　　 法政大学出版局 2005

210.3 タナカ 国際交易と古代日本　　　　　 田中史生　　 吉川弘文館 2012

210.3 ヒロセ 東アジアの国際秩序と古代日本　　　　　 廣瀬憲雄　　 吉川弘文館 2011

210.3 ヨシエ 古代中世の社会変動と宗教　　　　　 義江彰夫　　 吉川弘文館 2006

210.3 ヨシエ 古代中世の政治と権力　　　　　 義江彰夫　　 吉川弘文館 2006

210.32 ハフタ 古墳時代研究の現状と課題　上　古墳研究と地域史研究　　　　 土生田純之　亀田修一　 同成社 2012

210.32 ハフタ 古墳時代研究の現状と課題　下　社会・政治構造及び生産流通研究　　　　 土生田純之　亀田修一　 同成社 2012

210.35 キモト 奈良時代の政争と皇位継承　　　　　 木本好信　　 吉川弘文館 2012

210.35 ササヤ 日本律令制の展開　　　　　 笹山晴生　　 吉川弘文館 2003

210.35 ナフン 平城宮兵部省跡　本文編　　　　 奈良文化財研究所　　 吉川弘文館 2005

210.35 ナフン 平城宮兵部省跡　図版編　　　　 奈良文化財研究所　　 吉川弘文館 2005

216.5 ナオキ 飛鳥池遺跡　富本銭と白鳳文化　　　　 直木孝次郎　鈴木重治　 ケイ・アイ・メディア 2000

216.5 ナオキ 飛鳥池遺跡と亀形石　発掘の成果と遺跡に学ぶ　　　歴史遺産　2 直木孝次郎　鈴木重治　 ケイ・アイ・メディア 2001

222.042 センヤ 本紀　(一)　自光武帝紀第一至和帝紀第四　　　全訳後漢書　1 渡辺義浩　岡本秀夫　池田雅典 汲古書院 2004

222.042 センヤ 本紀　(二)　自安帝紀第五至皇后紀第十　　  　全訳後漢書　2 渡辺義浩　岡本秀夫　池田雅典 汲古書院 2012

222.042 センヤ 志　(一)　　自巻一至巻三　律暦　　               全訳後漢書　3 渡辺義浩　小林春樹　 汲古書院 2012



222.042 センヤ 志　(二)　　自巻四至巻六　禮儀　               　全訳後漢書　4 渡辺義浩　藤高裕久　 汲古書院 2005

222.042 センヤ 志　(三)　自巻七至巻九　祭祀　　                 全訳後漢書　5 渡辺義浩　池田雅典　 汲古書院 2012

222.042 センヤ 志　(五)　自巻十三至巻十八　五行　　            全訳後漢書　7 渡辺義浩　高山大毅　 汲古書院 2012

222.042 センヤ 志　(六)　自巻十九至巻二十三　郡国　　         全訳後漢書　8 渡辺義浩　水野厚志　 汲古書院 2006

222.042 センヤ 列伝　(一)　自劉玄劉盆子列伝第一至銚期王霸祭遵列伝第十　　　        全訳後漢書　11 渡辺義浩　堀内淳一　 汲古書院 2004

222.042 センヤ 列伝　(二)　自任李萬〔ヒ〕劉耿列伝第十一至郎顗襄楷列伝第二十下　　　全訳後漢書　12 渡辺義浩　堀内淳一　島田悠 汲古書院 2007

222.042 センヤ 列伝　(三)　自郭杜孔張廉王蘇羊買陸列伝第二十一至班固列伝第三十下　全訳後漢書　13 渡辺義浩　高橋康浩　 汲古書院 2011

222.042 センヤ 列伝　(四)　自第五鍾離宋寒列伝第三十一至孝明八王列伝第四十　　　  全訳後漢書　14 渡辺義浩　高山大毅　 汲古書院 2005

222.042 センヤ 列伝　(五)　自李陳龍陳橋列伝第四十一至　　　                                全訳後漢書　15 渡辺義浩　渡辺将智　 汲古書院 2008

222.042 センヤ 列伝　(六)　自左雄周挙黄瓊伝第五十一至鄭太孔融荀彧伝第六十　　　  全訳後漢書　16 渡辺義浩　田中靖彦　 汲古書院 2006

288.46 クナイ 宮内庁書陵部陵墓地形図集成　　　　　 宮内庁書陵部陵墓課　　 学生社 1999

290.3 カクセ 国指定史跡事典　　　　　 学生社編集部　　 学生社 2012

291.61 シンノ 近江名所図会　　　　　 秦石田　秋里離島　 臨川書店 2002

382.8 ニシム 折口信夫事典　　増補版　　　　 西村亨　　 大修館書店 1998

384.6 タナカ 皇后・女帝と神仏　　　　田中久夫歴史民俗学論集　1 田中久夫　　 岩田書院 2012

386 ナカム 中国古代の年中行事　　第一冊　春　　　　1 中村裕一　　 汲古書院 2010

386 ナカム 中国古代の年中行事　  第二冊　夏　　　　2 中村裕一　　 汲古書院 2010

386 ナカム 中国古代の年中行事　  第三冊　秋　　　　3 中村裕一　　 汲古書院 2010

386 ナカム 中国古代の年中行事　  第四冊　冬　　　　4 中村裕一　　 汲古書院 2011

387 サトウ ヒトガミ信仰の系譜　　　　　 佐藤弘夫　　 岩田書院 2012

387 タカタ 祖霊と精霊の祭場　地域における民俗宗教の諸相　　　　 高田照世　　 岩田書院 2012

454 オオタ 近畿・中国・四国　　　　日本の地形　6 太田陽子　成瀬敏郎　田中真吾 東京大学出版会 2009

702.1 タナカ 増補　日本美術の研究　　　　　 田中豊蔵　　 二玄社 1981

718.5 ナフン 飛鳥・白鳳の在銘金銅仏　　　　　 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館　　 同朋舎 1979

721.9 カヤマ 動物たち　風景　　　 加山又造全集　　1 加山又造　　 学習研究社 1991

721.9 カヤマ 屏風画の宇宙　　　　加山又造全集　　2 加山又造　　 学習研究社 1991

721.9 カヤマ 裸婦　版画　　　      加山又造全集　　3 加山又造　　 学習研究社 1991

721.9 カヤマ よみがえる水墨　　  加山又造全集　　4 加山又造　　 学習研究社 1989

721.9 カヤマ 用の美の世界　　　　加山又造全集　　5 加山又造　　 学習研究社 1991

721.9 ナカニ 昭和の天井絵　当麻寺中之坊客殿　　　　 中庭煖華　　 京都書院 1976

757.3 マルヤ 日本史色彩事典　　　　　 丸山伸彦　　 吉川弘文館 2012

910.4 カクシ 上代Ⅰ（平成22年版）　　　　国文学年次別論文集　 学術文献刊行会　　 朋文出版 2012



910.4 カクシ 上代Ⅱ（平成22年版）　　　　国文学年次別論文集　 学術文献刊行会　　 朋文出版 2012

911.147 タニト 百人一首（全）　ビギナーズ・クラシックス日本の古典　　　角川ソフィア文庫　 谷知子　　 角川学芸出版 2012

913.22 トオヤ 日本書紀の虚構と史実　　　　洋泉社歴史新書　30 遠山美都男　　 洋泉社 2012

913.6 ウエノ 天平グレート・ジャーニー　遣唐使・平群広成の数奇な冒険　　　　 上野誠　　 講談社 2013

919.3 タツミ 懐風藻全注釈　　　　　 辰巳正明　　 笠間書院 2012

M ウエノ はじめて楽しむ万葉集　　　　    角川ソフィア文庫 上野誠　　 角川学芸出版 2012

M ミワク 小学生からの万葉集教室　　　　国語力UPシリーズ　3 三羽邦美　　 瀬谷出版 2011

M02 ウエノ 心ときめく万葉の恋歌　　　　　 上野誠　中嶋玉華　 二玄社 2012

M211 カシカ 額田王と初期万葉歌人　　　　コレクション日本歌人選　021 梶川信行　　 笠間書院 2012

M231 ナカシ 大伴旅人　　　                 　コレクション日本歌人選　　041 中嶋真也　　 笠間書院 2012

M241 モリア 大伴家持歌の風流　花鳥風月と花月　　　広島女学院大学総合研究所叢書　第6号　6 森斌　　 大学教育出版 2012

M542 タカオ 春の苑紅にほふ　はじめての越中万葉　　　　 高岡市万葉歴史館　射水市大島絵本館　佐竹美保 岩崎書店 2012

M8 ナカニ 古代文学の生成　一　　　　                                         中西進著作集　　35 中西進　　 四季社 2012

M8 ナカニ 古代文学の生成　二　滅びゆく万葉大和路　万葉の大和　　中西進著作集　　36 中西進　　 四季社 2012


