
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

164 マツム 神話入門　　　　                      「知」のビジュアル百科　12 松村一男　　 あすなろ書房 2004

175.973 イシツ 出雲国神社史の研究　　　　　 石塚尊俊　　 岩田書院 2000

180.3 ミノワ 事典日本の仏教　　　　　 蓑輪顕量　　 吉川弘文館 2014

182.88 ネモト 行基伝承を歩く　　　　　 根本誠二　　 岩田書院 2005

210.025 イセキ ヤマト政権の一大勢力　佐紀古墳群　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　93 今尾文昭　　 新泉社 2014

210.025 コフン 墳墓構造と葬送祭祀　　　　          古墳時代の考古学　3 一瀬和夫　福永伸哉　北條芳隆 同成社 2011

210.025 コフン 副葬品の型式と編年　　　　          古墳時代の考古学　4 一瀬和夫　福永伸哉　北條芳隆 同成社 2013

210.04 タケタ 交錯する知　衣装・信仰・女性　唐代侍女男装雑考　難波長柄豊碕宮の造営過程　　武田佐知子　菅谷文則　市大樹 思文閣出版 2014

210.04 ナカオ 難波宮と都城制　　　　　 中尾芳治　栄原永遠男　 吉川弘文館 2014

210.088 ナイカ
教訓抄（舞楽雑録）　太政大臣上表次第　他　　　内閣文庫所蔵史籍叢刊古代中世篇
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池和田有紀　木村真美子　石田実洋 汲古書院 2013

210.09 アヘタ 北山抄注解　巻一　年中要抄上　　　 阿部猛　　 東京堂出版 2012

210.09 コシツ 西宮記　第二　　　                     新訂増補故実叢書　19 故実叢書編集部　源高明　 明治図書 1952

210.1 マツモ 日本史へのいざない　考えながら学ぼう　　　　 松本一夫　　 岩田書院 2009

210.273 マツオ 現代語訳魏志倭人伝　　　　新人物文庫　 松尾光　　 KADOKAWA 2014

210.3 カネコ 古代都城と律令祭祀　　　　　 金子裕之　春成秀爾　 柳原出版 2014

210.32 ナカタ 倭政権の構造　支配構造篇　上巻　　　 中田興吉　　 岩田書院 2014

210.32 ナカタ 倭政権の構造　支配構造篇　下巻　　　 中田興吉　　 岩田書院 2014

210.32 ナカタ 倭政権の構造　王権篇　　　　 中田興吉　　 岩田書院 2014
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210.33 オオヒ 聖徳太子　倭国の「大国」化をになった皇子　　　日本史リブレット人　4 大平聡　　 山川出版社 2014

210.35 サカエ 聖武天皇と紫香楽宮　　　　         日本歴史私の最新講義　9 栄原永遠男　　 敬文舎 2014

213 コタイ 古代の開発と地域の力　　　　       古代東国の考古学　3 天野努　田中広明　 高志書院 2014

213.3 セキク 古代上毛野をめぐる人びと　　　　　 関口功一　　 岩田書院 2013

213.6 エクチ 古代武蔵国府の成立と展開　　　　同成社古代史選書　13 江口桂　　 同成社 2014

216.5 カシコ 平城京左京三条四坊十二坪発掘調査報告　奈良県文化財調査報告書第５２集　52奈良県立橿原考古学研究所　　 奈良県立橿原考古学研究所1987

216.5 ナフン 平城宮発掘調査報告Ⅰ 伝飛鳥板蓋宮跡 　 奈良国立文化財研究所学報第十冊　1奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所1980

216.5 ナフン 平城宮発掘調査報告Ⅱ 官衙地域の調査  　奈良国立文化財研究所学報第十五冊　2奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所1980

216.5 ナフン 平城宮発掘調査報告Ⅲ　内裏地域の調査　 奈良国立文化財研究所学報第十六冊　3奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所1980

216.5 ナフン 平城宮発掘調査報告Ⅳ　官衙地域の調査２　奈良国立文化財研究所学報第十七冊　4奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所1980

217.3 タキオ 出雲古代史論攷　　　　　 瀧音能之　　 岩田書院 2014

217.3 モリタ 古代王権と出雲　　　                　同成社古代史選書　12 森田喜久男　　 同成社 2014

220 スミヤ 東アジア木簡学のために　　　　　 角谷常子　　 汲古書院 2014

222.01 チユウ 中国新出資料学の展開　　　　     第４回日中学者中国古代史論壇論文集　4 中国社会科学院歴史研究所　東方学会　渡邉義浩汲古書院 2013

222.046 カシヤ 北朝隋代墓誌所在総合目録　　　 明治大学東洋史資料叢刊　11 梶山智史　　 汲古書院 2013

288.44 ノタレ 古代の天皇と豪族　　　　　        野田嶺志　　 高志書院 2014

291.65 イノウ シンポジウム盆地の宇宙・歴史の道　大和盆地を中心に　　　　 井上昭夫　　 善本社 1995

291.65 ナラマ 奈良「地理・地名・地図」の謎　意外と知らない“まほろば”の歴史を読み解く！　　　じっぴコンパクト新書　178奈良まほろばソムリエの会　　 実業之日本社 2014
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291.65 ミヤカ 奈良春日野の歴史と文学を歩く　　　　　 宮川久美　鈴鹿千代乃　齊藤純 日本国語国学研究所 2013

382.165 イワイ 奈良大和の社会史点描　　　　　 岩井宏實　　 岩田書院 2010

388.1 タテイ 日中民間説話の比較研究　　　　　 立石展大　　 汲古書院 2013

449 ホソイ 日本史を学ぶための〈古代の暦〉入門　　　　　 細井浩志　　 吉川弘文館 2014

490 カワム 病いの克服　日本痘瘡史　　　　 川村純一　　 思文閣出版 1999

499 イワマ 茶の医薬史　中国と日本　　　　 岩間眞知子　　 思文閣出版 2009

702.1 タナカ 国華　第八百九十六号　橘寺出土方形三尊　　　 田中一松　　 国華社 1966

705 トウキ 日本美術年鑑　平成24年版　　　　　 東京文化財研究所企画情報部　　 中央公論美術出版 2014

708 ニホン 水墨画とやまと絵　室町時代　　　    日本美術全集　9 島尾新　髙岸輝　畑靖紀 小学館 2014

728.2 シマタ
料紙と書　東アジア書道史の世界　「粘葉本和漢朗詠集」と「金沢本万葉集」
にみる料紙の装飾と文様

島谷弘幸　太田彩　 思文閣出版 2014

751.4 モリイ 一瓦一説　瓦からみる日本古代史　　　　 森郁夫　　 淡交社 2014

768.2 カサキ 雅楽の奈良を歩く　　　　　 笠置侃一　　 包 2014

814 ミヤシ 日本古典対照分類語彙表　　　　　 宮島達夫　鈴木泰　石井久雄 笠間書院 2014

821.2 ヤマモ 神さまがくれた漢字たち　　　　　 白川静　山本史也　 イースト・プレス 2011

821.2 ヤマモ 続・神さまがくれた漢字たち　古代の音　　　　 山本史也　　 イースト・プレス 2012

910.23 イトウ 海外における上代文学　　　　　 伊藤鉄也　　 国文学研究資料館 2006

910.23 イトウ 海外における平安文学　　　　　 伊藤鉄也　　 国文学研究資料館 2005

910.3 イトウ 日本古典文学翻訳事典１　英語改訂編　　　　 伊藤鉄也　　 国文学研究資料館 2014
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910.4 イトウ 海外における日本文学研究論文１＋２　　　　　 伊藤鉄也　　 国文学研究資料館 2006

913.21 ワタア 古事記と太安万侶　　　　　 和田萃　寺川眞知夫　上野誠 吉川弘文館 2014

913.37 モリマ 古代説話集の生成　　　　　 森正人　　 笠間書院 2014

928 シンシ 史記　十三（列伝六）　　　　          新釈漢文大系　115 青木五郎　　 明治書院 2013

928 シンシ 史記　十四（列伝七）　　　　          新釈漢文大系　120 青木五郎　　 明治書院 2014

M ウエノ 万葉びとの宴　　　　                   講談社現代新書　2258 上野誠　　 講談社 2014

M オカワ 万葉集と日本人　読み継がれる千二百年の歴史　　　　 小川靖彦　　 KADOKAWA 2014

M カシカ 万葉集の読み方　天平の宴席歌　　　　 梶川信行　　 翰林書房 2013

M04 マンヨ 万葉語文研究　第１０集　　　　 万葉語学文学研究会　　 和泉書院 2014

M241 ススキ 大伴家持と中国文学　　　　　 鈴木道代　　 笠間書院 2014

M542 タカオ 越中万葉を楽しむ　越中万葉かるた100首と遊び方　　　　 高岡市万葉歴史館　坂本信幸　新谷秀夫笠間書院 2014

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK５　万葉集　　　 Alexander Vovin　　 Global Oriental 2011

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK１４　万葉集　　　 Alexander Vovin　　 Global Oriental 2012

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK１５　万葉集　　　 Alexander Vovin　　 Global Oriental 2009

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK２０　万葉集　　　 Alexander Vovin　　 Global Oriental 2013


