
分類番号 著者記号書籍名　 著者名 出版社 出版年

175 オカタ 事典神社の歴史と祭り　　　　　 岡田荘司　笹生衛　 吉川弘文館 2013

175.8 ハマシ 伊勢神宮を造った匠たち　　　　　 浜島一成　　 吉川弘文館 2013

175.8 ミツハ 伊勢神宮　日本人は何を祈ってきたのか　　　                      朝日新書　416 三橋健　　 朝日新聞出版 2013

183 コハヤ 山中七策　遊行経　仏説絵本　　　 小林沢應　松田大児　 コミニケ出版 2013

188 イワキ 元興寺の歴史　　　　　 岩城隆利　　 吉川弘文館 1999

202.5 アオヤ 世界の発掘現場と冒険家たち　考古学ふしぎ図鑑　　　　 青柳正規　野中夏実　ステファヌ・コンポワン 西村書店 2013

210.025 クマノ 歴史考古学を知る事典　　　　　 熊野正也　川上元　 東京堂出版 2006

210.025 シンシ 島根の考古学アラカルト　　　　　 宍道正年　大森克彦　高橋秀子 報光社 1984

210.1 カトウ こうして“クニ”が生まれた　なぜ、列島に「日本」という国ができたのか　［10］飛鳥～縄文　ＮＨＫさかのぼり日本史　外交篇　10加藤謙吉　仁藤敦史　設楽博己 ＮＨＫ出版 2013

210.1 カンキ 日本史と環境　人と自然　　　                                         環境の日本史　1 平川南　西本豊弘　井原今朝男 吉川弘文館 2012

210.1 カンキ 古代の暮らしと祈り　　　　                                              環境の日本史　2 三宅和朗　新川登亀男　森田喜久男 吉川弘文館 2013

210.1 タキナ 奈良朝の政変と道鏡　　　  　                                         敗者の日本史　2 瀧浪貞子　　 吉川弘文館 2013

210.1 フルタ 奈良時代～平安時代　　　　     教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集　2古館明廣　　 岩崎書店 2002

210.3 アラキ 日本古代の王権　　　　                                  日本歴史 私の最新講義　05 荒木敏夫　　 敬文舎 2013

210.3 イマツ 日本古代の税制と社会　　　　　 今津勝紀　　 塙書房 2013

210.3 ニホン 倭国のなりたち　　　　                                                日本古代の歴史　1 木下正史　　 吉川弘文館 2013

210.3 ニホン 飛鳥と古代国家　　　　                                               日本古代の歴史　2 篠川賢　　 吉川弘文館 2013



210.3 ミカミ 日本古代の文字と地方社会　　　　　 三上喜孝　　 吉川弘文館 2013

210.3 ミフネ 日本古代の王権と寺院　　　　　 三舟隆之　　 名著刊行会 2013

210.3 モリコ 敗者の古代史　　　　　 森浩一　　 中経出版 2013

210.3 レキシ ここまでわかった！古代豪族のルーツと末裔たち　　　         　新人物文庫　180『歴史読本』編集部　竹本晃　松尾光 新人物往来社 2012

210.33 サタキ 国史大辞典を予約した人々　百年の星霜を経た本をめぐる物語　　　　 佐滝剛弘　　 勁草書房 2013

210.34 サトナ 天上の虹　　　　　22 里中満智子　　 講談社 2013

210.35 キモト 藤原仲麻呂政権とその時代　　　　　 木本好信　　 岩田書院 2013

210.35 コウノ 東アジアの漢籍遺産　奈良を中心として　　　　 河野貴美子　王勇　 勉誠出版 2012

210.36 イノウ 平安初期の文人官僚　栄光と苦悩　　　　 井上辰雄　　 塙書房 2013

210.36 エント 平安勅撰史書研究　　　　　 遠藤慶太　　 皇学館大学出版部 2007

213 スタツ 東国の古代官衙　　　　古代東国の考古学　1 須田勉　阿久津久　 高志書院 2013

288.2 ススキ 日本古代氏族系譜の基礎的研究　　　　　 鈴木正信　　 東京堂出版 2012

288.46 クナイ 書陵部紀要所収陵墓関係論文集　Ⅴ　　　　　 宮内庁書陵部陵墓課　　 学生社 2004

288.46 クナイ 書陵部紀要所収陵墓関係論文集　Ⅵ　　　　　 宮内庁書陵部陵墓課　　 学生社 2010

288.46 クナイ 書陵部紀要所収陵墓関係論文集　Ⅶ　　　　　 宮内庁書陵部陵墓課　　 学生社 2010

291.63 アキサ 河内名所図会　　　　　 秋里離島　堀口康生　 柳原書店 1990

292 スカヤ 三蔵法師が行くシルクロード　　　　　 菅谷文則　　 新日本出版社 2013

322.135 シフン 九条家本延喜式二　　　　                         東京国立博物館古典籍叢刊　2 東京国立博物館古典籍叢刊編集委員会　　 思文閣出版 2012



322.135 シフン 九条家本延喜式三　　　                          　東京国立博物館古典籍叢刊　3 東京国立博物館古典籍叢刊編集委員会　　 思文閣出版 2012

380.1 マエタ 民俗と民芸　　　　講談社選書メチエ　549 前田英樹　　 講談社 2013

382.165 シカタ 奈良民俗紀行　西大和編　　　あをによし文庫　 鹿谷勲　　 京阪奈情報教育出版 2013

386.165 タカハ 祭礼行事　奈良県　都道府県別　　　6 高橋秀雄　鹿谷勲　 おうふう 1991

388 イシイ 昔話と絵本　　　　　 石井正己　　 三弥井書店 2009

388.1 マツシ Ｌｅｇends　of　Nara　奈良ふるさとのはなし　　　　 マッシュー・アイナン　高宮照子　 奈良新聞社 2010

450 ハカタ 地球のかたちを哲学する　　　　　 博多かおる　ギヨーム・デュプラ　 西村書店 2011

585 リユウ 紙譜中国の古紙と手漉き紙　　　　　 劉仁慶　福島守　馮彫 中国知識産権出版社 2013

702 ミヤシ 欲望の美術史　オールカラー版　　　                              光文社新書　642 宮下規久朗　　 光文社 2013

702 ミヤシ 食べる西洋美術史　「最後の晩餐」から読む　　               　光文社新書　287 宮下規久朗　　 光文社 2012

702.07 マエタ 色彩からみる近代美術　ゲーテより現代へ　　　　 前田富士男　一條和彦　加藤明子 三元社 2013

702.17 カタオ 長谷寺銅板法華説相図の研究　　　　　 片岡直樹　　 中央公論美術出版 2012

702.17 フシタ 七大寺日記　七大寺巡礼私記　　　　 藤田経世　大江親通　 中央公論美術出版 2008

702.17 マツモ 正倉院裂と飛鳥天平の染織　　　　　 松本包夫　　 紫紅社 1984

702.17 ミツモ 正倉院宝物にみる仏具・儀式具　　　　　 光森正士　松本包夫　木村法光 紫紅社 1993

706.9 アオヤ 美術館ってどんなところ？　　　　　 青柳正規　野坂悦子　フロランス・デュカトー 西村書店 2013

706.9 クサナ 美術館へ行こう　　　　岩波ジュニア新書　737 草薙奈津子　　 岩波書店 2013

708 アラカ 黄金とわび　　　　日本美術全集　10 荒川正明　山本英男　千宗屋 小学館 2013



709.1 ウエキ 民俗文化財　保護行政の現場から　　　　 直木行宣　鹿谷勲　長谷川嘉和 岩田書院 2007

718 ネタチ ほとけを造った人びと　止利仏師から運慶・快慶まで　歴史文化ライブラリー　366根立研介　　 吉川弘文館 2013

721.8 シラク 葛飾北斎　　　　   今、浮世絵が面白い！　1 白倉敬彦　　 学研パブリッシング 2013

721.8 シラク 喜多川歌麿　　　　今、浮世絵が面白い！　2 白倉敬彦　　 学研パブリッシング 2013

728.21 イイハ 古筆切提要　複製手鑑索引　　　　 伊井春樹　高田信敬　 淡交社 1984

728.4 ニケン 大書源　上　　　　 ［二玄社］　　 二玄社 2007

728.4 ニケン 大書源　中　　　　 ［二玄社］　　 二玄社 2007

728.4 ニケン 大書源　下　　　　 ［二玄社］　　 二玄社 2007

728.4 ニケン 大書源　索引　　　　 ［二玄社］　　 二玄社 2007

728.4 ニケン 大書源　附録　DVD　書道史年表　　　 ［二玄社］　　 二玄社 2007

753.7 オクラ 日本の古刺繍　　　　　 小椋順子　　 源流社 1993

813 ツキシ 伊呂波字類抄　第一巻　　　　        大東急記念文庫善本叢刊中古中世篇　1 築島裕　月本雅幸　 汲古書院 2012

813 ツキシ 伊呂波字類抄　第二巻　　　　        大東急記念文庫善本叢刊中古中世篇　2 築島裕　月本雅幸　 汲古書院 2012

813 ツキシ 伊呂波字類抄　第三巻　　　          大東急記念文庫善本叢刊中古中世篇　3 築島裕　月本雅幸　 汲古書院 2013

821.27 イノウ 日本難字異体字大字典　文字編　　　　 井上辰雄　　 遊子館 2012

821.27 イノウ 日本難字異体字大字典　解読編　　　　 井上辰雄　　 遊子館 2012

829 コタマ 梵字必携　　　　　 児玉義隆　　 朱鷺書房 2010

829.88 オオツ 梵語悉曇和辞彙　　　　　 大辻徳成　　 鴻盟社 1972



911.1 オオオ 星の林に月の船　声で楽しむ和歌・俳句　　                 　岩波少年文庫　131 大岡信　　 岩波書店 2012

913.21 サトナ 古事記〈二〉　　　　マンガ古典文学　2 里中満智子　　 小学館 2013

913.21 ミウラ 古事記　歴史は一つではない　　　１００分de名著　 三浦佑之　　 ＮＨＫ出版 2013

913.21 モリタ やさしく学べる　古事記講座　原文を読むと神話はもっとおもしろい 山陰文化ライブラリー　3森田喜久男　　 ハーベスト出版 2013

913.22 エント 東アジアの日本書紀　歴史書の誕生　　　             歴史文化ライブラリー　349 遠藤慶太　　 吉川弘文館 2012

913.23 カトウ 出雲国風土記　　　　　 加藤義成　　 松江今井書店 1988

913.23 カワシ こども出雲国風土記　　　　　 川島芙美子　梅谷香苗　 山陰中央新報社 2012

M ウエノ 書淫日記　万葉と現代をつないで　　　　 上野誠　　 ミネルヴァ書房 2013

M ススキ 窪田空穂と万葉集　亡き母挽歌と富士関係歌　　　                新典社選書　45 鈴木武晴　　 新典社 2011

M ハラエ 万葉集　まんがで読破　　　　 バラエティ・アートワークス　　 イースト・プレス 2013

M ミタセ 万葉集の羈旅と文芸　　　　　 三田誠司　　 塙書房 2012

M ミワク 小学生からの万葉集教室　２　　　　                            国語力UPシリーズ　4 三羽邦美　　 瀬谷出版 2013

M44 サタケ 万葉集（一）　　　　                                                                岩波文庫 佐竹昭広　山田英雄　工藤力男 岩波書店 2013

M44 サタケ 万葉集（二）　　　　                                                                岩波文庫 佐竹昭広　山田英雄　工藤力男 岩波書店 2013


