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020 オオヌ 図書大概　　　　　 大沼晴暉　　 汲古書院 2012

029 オオヌ 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫蔵　浜野文庫目録　附善本略解題　　　　大沼晴暉　　 汲古書院 2011

032 タイト 芸文類聚　訓讀付索引　８３　　　　　 大東文化大学東洋研究所芸文類聚研究班大東文化大学東洋研究所 2010

032 タイト 芸文類聚　訓讀付索引　８４　　　　　 大東文化大学東洋研究所芸文類聚研究班大東文化大学東洋研究所 2011

081 タイト 類書　Ⅰ　　　　大東急記念文庫善本叢刊　中古中世篇　12 大東急記念文庫　築島裕　 汲古書院 2005

121.52 シライ 本居宣長｢うひ山ぶみ｣　全訳注　　　講談社学術文庫　1943 白石良夫　　 講談社 2011

131 ヤマカ 古代ギリシアの思想　　　　講談社学術文庫　1075 山川偉也　　 講談社 1993

164.1 イソマ 記紀神話と考古学　歴史的始原へのノスタルジア　　　角川叢書　44 磯前順一　　 角川学芸出版 2009

182.1 カタタ 日本の古代社会と僧尼　　　　日本仏教史研究叢書　 堅田理　　 法蔵館 2007

185.962 イムナ 廣隆寺史の研究　　　　　 林南寿　　 中央公論美術出版 2003

185.965 トウノ 大和古寺の研究　　　　　 東野治之　　 塙書房 2011

204 アスカ 明日香村文化財調査研究紀要　　　　　1 明日香村教育委員会　　 明日香村 2012

205 アスカ 飛鳥の道標　　　　飛鳥の考古学図録　1 明日香村教育委員会　　 明日香村 2003

210.025 サカツ 歴史と宗教の考古学　　　　　 坂詰秀一　　 吉川弘文館 2000

210.025 ワカサ 古墳時代の地域社会復元　三ツ寺Ⅰ遺跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　3 若狭徹　　 新泉社 2008

210.025 ササキ 未盗掘石室の発見　雪野山古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　8 佐々木憲一　　 新泉社 2004

210.025 ヤナキ 描かれた黄泉の世界　王塚古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　10 柳沢一男　　 新泉社 2011

210.025 ユハタ 古代祭祀とシルクロードの終着地　沖ノ島　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　13 弓場紀知　　 新泉社 2005

210.025 タカハ 鉄剣銘一一五文字の謎に迫る　埼玉古墳群　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　16 高橋一夫　　 新泉社 2009

210.025 オカサ 大仏造立の都　紫香楽宮　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　20 小笠原好彦　　 新泉社 2005

210.025 イイム 律令国家の対蝦夷政策　相馬の製鉄遺跡群　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　21 飯村均　　 新泉社 2005

210.025 ナカミ 筑紫政権からヤマト政権へ　豊前石塚山古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　22長嶺正秀　　 新泉社 2005

210.025 カワカ 大和葛城の大古墳群　馬見古墳群　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　26 河上邦彦　　 新泉社 2009

210.025 マエソ 斑鳩に眠る二人の貴公子　藤ノ木古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　32 前園実知雄　　 新泉社 2011



210.025 タツミ 聖なる水の祀りと古代王権　天白磐座遺跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　33 辰巳和弘　　 新泉社 2006

210.025 シミス 最初の巨大古墳　箸墓古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　35 清水眞一　　 新泉社 2008

210.025 イチサ 東山道の峠の祭祀　神坂峠遺跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　44 市沢英利　　 新泉社 2008

210.025 タナカ 律令体制を支えた地方官衙　弥勒寺遺跡群　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　46 田中弘志　　 新泉社 2008

210.025 チカヒ ヤマトの王墓　桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　49千賀久　　 新泉社 2008

210.025 イシノ 邪馬台国の候補地　纒向遺跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　51 石野博信　　 新泉社 2010

210.025 フクタ 鎮護国家の大伽藍　武蔵国分寺　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　52 福田信夫　　 新泉社 2008

210.025 タナカ 古代出雲の原像をさぐる　加茂岩倉遺跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　53 田中義昭　　 新泉社 2008

210.025 イチノ 古墳時代のシンボル　仁徳陵古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　55 一瀬和夫　　 新泉社 2009

210.025 コマタ 伊勢神宮に仕える皇女　斎宮跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　58 駒田利治　　 新泉社 2009

210.025 マエハ 東国大豪族の威勢　大室古墳群〈群馬〉　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　63 前原豊　　 新泉社 2009

210.025 シント 古代東北統治の拠点　多賀城　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　66 進藤秋輝　　 新泉社 2010

210.025 ヒライ 藤原仲麻呂がつくった壮麗な国庁　近江国府　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　67平井美典　　 新泉社 2010

210.025 ハラア 奈良時代からつづく信濃の村　吉田川西遺跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　69原明芳　　 新泉社 2010

210.025 タカタ 東日本最大級の埴輪工房　生出塚埴輪窯　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　73 高田大輔　　 新泉社 2010

210.025 スキハ 遠の朝廷　大宰府　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　76 杉原敏之　　 新泉社 2011

210.025 モリタ よみがえる大王墓　今城塚古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　77 森田克行　　 新泉社 2011

210.025 ハンヤ 葛城の王都　南郷遺跡群　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　79 坂靖　青柳泰介　 新泉社 2011

210.025 サカク 前期古墳解明への道標　紫金山古墳　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　81 阪口英毅　　 新泉社 2011

210.026 キトウ 木簡の社会史　天平人の日常生活　　　講談社学術文庫　1670 鬼頭清明　　 講談社 2004

210.026 タカシ 古代出土文字資料の研究　　　　　 高島英之　　 東京堂出版 2002

210.026 モツカ 日本古代木簡集成　　　　　 木簡学会　　 東京大学出版会 2004

210.088 ナラコ 飛鳥関係史料集（稿）　　　　　 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部奈良国立文化財研究所 1974

210.088 ナラコ 飛鳥編年史料集稿（一）　　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所 1976



210.088 ナラコ 飛鳥編年史料集稿（二）　　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所 1977

210.088 ナラコ 飛鳥編年史料集稿（三）　　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所 1977

210.088 ナラコ 飛鳥編年史料集稿（四）　　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所 1978

210.088 ナラコ 飛鳥編年史料集稿（五）　　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所 1979

210.09 イシム 有職故実　上　　　　講談社学術文庫　800 石村貞吉　嵐義人　 講談社 1987

210.09 イシム 有職故実　下　　　　講談社学術文庫　801 石村貞吉　嵐義人　 講談社 1987

210.091 ヨシノ 天皇の祭り　　　　講談社学術文庫　1455 吉野裕子　　 講談社 2000

210.18 ケカサ 遣隋使がみた風景　東アジアからの新視点　　　　 気賀沢保規　　 八木書店 2012

210.18 オオハ ヤマト王権と渡来人　日本考古学協会2003年度滋賀大会シンポジウム2　　　　大橋信弥　花田勝広　 サンライズ出版 2005

210.3 ウシタ 続日本紀　（上）　全現代語訳　　　講談社学術文庫　1030 宇治谷孟　　 講談社 1992

210.3 ウシタ 続日本紀　（下）　全現代語訳　　　講談社学術文庫　1032 宇治谷孟　　 講談社 1995

210.3 マツオ 古代の社会と人物　　　　　 松尾光　　 笠間書院 2012

210.3 タキオ 総図解よくわかる古代史　　　　　 瀧音能之　　 新人物往来社 2010

210.3 ニチカ ｢縄文弥生から飛鳥奈良｣を知る本　　　　　 日外アソシエーツ　　 日外アソシエーツ 2010

210.3 イノウ 古代都城制条里制の実証的研究　　　　　 井上和人　　 学生社 2004

210.3 ウエタ 日本文化の基層研究　　　　　 上田正昭　　 学生社 2003

210.3 マエカ 日本古代政治の展開　　　　歴史学研究　 前川明久　　 法政大学出版局 1991

210.3 カメタ 日韓古代瓦の研究　　　　　 亀田修一　　 吉川弘文館 2006

210.3 ムラカ 古代国家成立過程と鉄器生産　　　　　 村上恭通　　 青木書店 2007

210.32 マツキ 言説空間としての大和政権　日本古代の伝承と権力　　　山川歴史モノグラフ松木俊暁　　 山川出版社 2006

210.32 フシタ 古墳時代の王権と軍事　　　　　 藤田和尊　　 学生社 2006

210.32 イチノ 大王墓と前方後円墳　　　　　 一瀬和夫　　 吉川弘文館 2005

210.32 オオツ 東国の古墳と大和政権　　　　　 大塚初重　　 吉川弘文館 2002



210.32 フシイ 石上神宮の七支刀と菅政友　　　　　 藤井稔　　 吉川弘文館 2005

210.32 マルヤ 巨大古墳と古代国家　　　　　 丸山竜平　　 吉川弘文館 2004

210.32 ハヒキ 河内飛鳥と終末期古墳　横口式石槨の謎　　　　 羽曳野市教育委員会　　 吉川弘文館 1998

210.32 オオツ 古墳時代の日本列島　　　　　 大塚初重　吉村武彦　 青木書店 2003

210.32 カワカ 三角縁神獣鏡と東アジア世界　　　　　 川勝守　　 汲古書院 2012

210.35 アイハ 平城京への道　天平文化をつくった人々　　　　 相原精次　　 彩流社 2010

210.35 ナフン 古代はいま　よみがえる平城京　奈良文化財研究所特別講演会収録集　　　 奈良文化財研究所　　 クバプロ 2011

215.2 ミヤサ 天武・持統天皇と信濃の古代史　　　　古事記研究叢書　第１巻　復刻　 宮沢和穂　　 国書刊行会 2003

215.5 タシマ 史料から読み解く三河　西尾市岩瀬文庫特別連続講座　　　　 田島公　　 笠間書院 2012

216.5 カシハ 史蹟・名勝　飛鳥京跡苑地（１）　飛鳥京跡Ｖ　　　奈良県立橿原考古学研究所調査報告奈良県立橿原考古学研究所　　 2012

216.5 アスカ 明日香村遺跡調査概報　　　　　 明日香村教育委員会文化財課　　 2012

216.5 アスカ 竹田遺跡発掘調査報告書　　　　明日香村文化財調査報告書　第８集　8 明日香村教育委員会文化財課　　 2012

216.5 シンキ 大和の古墳Ⅰ　　　　新近畿日本叢書　2 泉森皎　　 人文書院 2003

216.5 シンキ 大和の古墳Ⅱ　　　　新近畿日本叢書　3 河上邦彦　　 人文書院 2006

216.5 タテム 「おおやまと」の古墳集団　　　　　 伊達宗泰　　 学生社 1999

216.5 カトワ 葛城と古代国家　河内王朝論批判　　　講談社学術文庫　1429 門脇禎二　　 講談社 2000

216.5 ワタア 奈良県の歴史　　　　県史　29 和田萃　安田次郎　　幡鎌一弘 山川出版社 2010

216.5 オカサ 三輪山と古代の神まつり　　　　大和王権発祥の地から古代日本の謎を解く　小笠原好彦　河上邦彦　　菅谷文則 学生社 2008

216.5 カサイ 三輪山と卑弥呼・神武天皇　　　　大和王権発祥の地から古代日本の謎を解く笠井敏光　金関恕　　千田稔　 学生社 2008

217.3 カトワ 古代出雲　　　　講談社学術文庫　1580 門脇禎二　　 講談社 2003

217.3 マカヘ 古代出雲の医薬と鳥人　　　　　 間壁葭子　　 学生社 1999

217.5 マカヘ 吉備古代史の基礎的研究　　　　　 間壁葭子　　 学生社 1992

219.1 ウチク 太宰府は日本の首都だった　理化学と「証言」が明かす古代史　　　シリーズ〈内倉武久　　 ミネルヴァ書房 2008



219.7 ナカム 隼人と律令国家　　　　　 中村明蔵　　 名著出版 1993

220 ミヤサ 早わかり東洋史　時代の流れが図解でわかる！　　　　 宮崎正勝　　 日本実業出版社 2000

220 カネカ 東アジア海をめぐる交流の歴史的展開　　　　学習院大学東洋文化研究叢書鐘江宏之　鶴間和幸　　 東方書店 2010

220 カナサ 東アジアの交流と地域諸相　　　　　 金沢星稜大学　藤井一二　 思文閣出版 2006

221 キムヤ 物語韓国史　　　　中公新書　925 金両基　　 中央公論新社 2011

221.032 チヨン 楽浪文化と古代日本　　　　考古学選書　 全浩天　　 雄山閣出版 1998

221.035 タケタ 広開土王碑墨本の研究　　　　　 武田幸男　　 吉川弘文館 2009

221.035 ツシヒ 百済と倭国　　　　　 辻秀人　　 高志書院 2008

221.036 タナカ 古代の日本と加耶　　　　日本史リブレット　70 田中俊明　　 山川出版社 2011

221.036 ススキ 伽耶はなぜほろんだか　増補改訂版　日本古代国家形成史の再検討　　　　 鈴木靖民　武田幸男　鬼頭清明 大和書房 1998

222 ナカサ シルクロード　　　　講談社学術文庫　1086 長沢和俊　　 講談社 1993

222 オクラ 古代中国を読む　　　　小倉芳彦著作選　Ⅰ 小倉芳彦　　 論創社 2003

222 ホリト 中国古代史の視点　私の中国史学（一）　　　汲古選書　16 堀敏一　　 汲古書院 1994

222.01 ホリト 中国通史　問題史としてみる　　　講談社学術文庫　1432 堀敏一　　 講談社 2000

222.03 チヨウ 中国古代文明の形成　中国青銅時代　第２集　　　　 張光直　小南一郎　　間瀬収芳　 平凡社 2000

222.04 カネコ 大唐元陵儀注新釈　　　　　 金子修一　　 汲古書院 2013

222.04 オカサ 隋唐帝国五代史　　　　東洋文庫　587 岡崎文夫　　 平凡社 2005

222.04 フシタ 東アジア出土資料と情報伝達　　　　　 藤田勝久　松原弘宣　 汲古書院 2011

222.042 オオハ 漢簡の基礎的研究　　　　　 大庭脩　　 思文閣出版 1999

227 ハネタ 西域文明史概論・西域文化史　　　　東洋文庫　545 羽田享　　 平凡社 2008

288.4 イノウ 天皇家の誕生　帝と女帝の系譜　　　遊子館歴史選書　3 井上辰雄　　 遊子館 2006

288.41 トコロ 歴代天皇の実像　　　　　 所功　　 モラロジー研究所 2010

288.41 ハシモ 日本の女帝の物語　あまりにも現代的な古代の六人の女帝達　　　集英社新書橋本治　　 集英社 2009



288.41 アラキ 可能性としての女帝　女帝と王権・国家　　　AOKILIBRARY 日本の歴史　古代荒木敏夫　　 青木書店 1999

288.41 キタヤ 女帝と詩人　　　　岩波現代文庫　G20 北山茂夫　　 岩波書店 2000

288.41 レキシ 天皇・天皇制をよむ　　　　　 歴史科学協議会　　木村茂光　　山田朗東京大学出版会 2009

290.13 センタ 風景の文化誌　Ⅰ　都市・田舎・文学　　　　 千田稔　　 古今書院 1998

290.13 センタ 風景の文化誌　Ⅱ　風水・精神・哲学　　　　 千田稔　　 古今書院 1998

290.18 キンタ 条里と村落の歴史地理学研究　　　　　 金田章裕　　 大明堂 1985

291.64 アカツ 淡路国名所図会　　　　　 暁鐘成　　 臨川書店 2002

291.65 オオミ 奈良県謎解き散歩　　　　新典社新書　59 大宮守友　　 新人物往来社 2012

291.65 イリエ 名作写真館大和路を歩く　時代を超える古都の風光　　　小学館アーカイヴスベスト・ライブラリー入江泰吉　　 小学館 2006

291.65 センタ まほろばの国から　Ⅰ　　　　　 千田稔　　 豊住書店 2012

291.65 シヤシ 日本の街道　　大和路　写真記録　　　 写真記録刊行会　　 日本ブックエース 2011

291.65 イケタ 地名の考古学　奈良地名伝承論　　　　 池田末則　　 勉誠出版 2012

302 トナル 果てしなく美しい日本　　　　講談社学術文庫　1562 ドナルド・キーン　足立康　 講談社 2002

386.1 ヤナキ 年中行事覚書　　　　講談社学術文庫　124 柳田国男　　 講談社 1977

563 カンサ 冶金考古学概論　　　　　 神崎勝　　 雄山閣 2006

626 アオハ 野菜の日本史　　　　青葉高著作選　2 青葉高　　 八坂書房 2000

702.13 クリタ 飛鳥大和　美の巡礼　　　　講談社学術文庫　1227 栗田勇　　 講談社 1996

702.17 オカワ 興福寺　　　　　 小川光三　興福寺　 新潮社 1997

702.17 ナラコ 正倉院宝物に学ぶ　２　　　　　 奈良国立博物館　　 思文閣出版 2012

705 トウキ 日本美術年鑑２０１０　　　　　 東京文化財研究所企画情報部　　 独立行政法人国立文化財機構2012

810.23 イヌカ 木簡による日本語書記史　2011増訂版　　　　 犬飼隆　　 笠間書院 2011

910.4 オオサ 皇統迭立と文学形成　　　　研究叢書　391 大阪大学古代中世文学研究会　　 和泉書院 2009

910.4 セコカ 日本文学の自然観照　　　　　 瀬古確　　 右文書院 2009



911.08 エトウ A Waka Anthology　Grasses of Remembrance　Part A　　　 Ｅｄｗｉｎ Ａ． Ｃｒａｎｓｔｏｎ　　 Stanford University Press 2006

911.08 エトウ A Waka Anthology　Grasses of Remembrance　Part B　　　 Ｅｄｗｉｎ Ａ． Ｃｒａｎｓｔｏｎ　　 Stanford University Press 2006

911.08 エトウ A Waka Anthology　The Gem-Glistening Cup　　　　 Ｅｄｗｉｎ Ａ． Ｃｒａｎｓｔｏｎ　　 Stanford University Press 1993

911.102 タニト 天皇たちの和歌　　　　角川選書　421 谷知子　　 角川学芸出版 2008

911.147 アリヨ 百人一首　全訳注　　　講談社学術文庫　614 有吉保　　 講談社 1983

911.147 オオオ 百人一首　　　　講談社文庫　お13 大岡信　　 講談社 2006

913.21 イノウ 古事記の想像力　神から人への１１３のものがたり　　　遊子館歴史選書　10 井上辰雄　　 遊子館 2008

913.21 ミウラ 成立論と諸本解題　古事記序文講義　古事記諸本解題　古事記学抄　古事記研究叢書三浦佑之　　 クレス出版 2011

913.21 ミウラ 序と本文をめぐる偽書論　古事記論　古事記上表文の研究　上代日本文学論集三浦佑之　　 クレス出版 2011

913.21 ミウラ 戦意高揚と古事記　古事記と建国の精神　神々の夜明　原始国文学考　古事記研究叢書三浦佑之　　 クレス出版 2011

913.21 ミウラ 古事記研究を拓く　古事記　古事記の新研究　　古事記研究叢書　第４巻　復刻三浦佑之　　 クレス出版 2011

913.21 ミウラ 民俗学的研究　古事記の民俗学的研究　　　古事記研究叢書　第５巻　復刻　三浦佑之　　 クレス出版 2011

913.21 ミウラ 古事記への眼差し　古事記神名略解　古事記に於ける特殊なる訓法の研究　三浦佑之　　 クレス出版 2011

913.6 コイス 日本の心　小泉八雲名作選集　　　講談社学術文庫　938 小泉八雲　平川祐弘　 講談社 1990

913.6 コイス 神々の国の首都　小泉八雲名作選集　　　講談社学術文庫　948 小泉八雲　平川祐弘　 講談社 1990

933 コイス 天の川幻想　ラフカディオ・ハーン珠玉の絶唱　　　　 小泉八雲　船木裕　 集英社 1994

934 ウエハ 聖徳太子　再建法隆寺の謎　　　講談社学術文庫　782 上原和　　 講談社 1987

934 ラフカ 神国日本　解明への一試論　　　東洋文庫　292 ラフカディオ・ハーン　柏倉俊三　 平凡社 2009

Ｍ イノウ 万葉集からみる世界　　　　　 井上さやか　　 新典社 2012

M イハラ 万葉の色　その背景をさぐる　増補版　　　 伊原昭　　 笠間書院 2010

M02 マスラ contemporary　Remix”万葉集”LOVESONG　side.A　　　　　 ドス・マスラオス　ヤッキー・オートモ　 光村推古書院（株） 2001

M02 マスラ contemporary　Remix”万葉集”LOVESONG　side.B　　　　　 ドス・マスラオス　ヤッキー・オートモ　 光村推古書院（株） 1997

M02 ミエタ 恋のウタ　Ｃontemporary　Remix”万葉集”　ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧＳ　ＦＯＲ　ＹＯＵ愛三枝克之　　 角川書店 2001



M02 ミエタ 恋のウタ　Ｃontemporary　Remix”万葉集”　ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧＳ　ＴＯ　ＹＯＵせつなくて三枝克之　　 角川書店 2002

M02 ミエタ 恋のウタ　Ｃontemporary　Remix”万葉集”　ＬＯＶＥ　ＳＯＮＧＳ　ＷＩＴＨ　ＹＯＵ　三枝克之　　 角川書店 2003

M04 タカオ 美の万葉集　　　　高岡市万葉歴史館論集　15 高岡市万葉歴史館　　 笠間書院 2012

M04 マンヨ 万葉語文研究　第８集　　　　 万葉語学文学研究会　　 和泉書院 2012

M04 キユウ 万葉集論攷　　　　万葉叢書　9 久曽神昇　　 万葉書房 2009

M44 アソミ 万葉集　全歌講義　巻第十五　　巻第十六　　 阿蘇瑞枝　　 笠間書院 2012

M501 コント 東歌・防人歌　　　　コレクション日本歌人選　022 近藤信義　　 笠間書院 2012

M9 リヨン 韓国語訳万葉集１　　　　　 李妍淑　　 2012

M9 リヨン 韓国語訳万葉集２　　　　　 李妍淑　　 2012

M9 リヨン 韓国語訳万葉集３　　　　　 李妍淑　　 2012


