
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

123.83 タカタ 日本古代『論語義疏』受容史の研究　　　　　 高田宗平　　 塙書房 2015

173 サイヘ 校正古語拾遺　全　　　　　 斎部広成　　 河内屋喜兵衛

175.965 カスカ 春日大社文書　第一巻　　　　　 春日顕彰会　　 吉川弘文館 1980

175.965 カスカ 春日大社文書　第二巻　　　　　 春日顕彰会　　 吉川弘文館 1980

175.965 カスカ 春日大社文書　第三巻　　　　　 春日顕彰会　　 共同精版印刷(株) 1982

175.965 カスカ 春日大社文書　第四巻　　　　　 春日顕彰会　　 共同精版印刷(株) 1984

175.965 カスカ 春日大社文書　第五巻　　　　 春日顕彰会　　 共同精版印刷(株) 1985

180 ナカム 仏典のことば　現代に呼びかける知恵　　　岩波現代文庫　 中村　元　　 岩波書店 2012

188 シュト 金峯山寺史料集成　　　　　 首藤善樹　　 国書刊行会 2000

188 ソウユ 宗祐寺史　　　　　 宗祐寺史編纂委員会　　 融通念仏宗宗祐寺 2015

210.025 イセキ 北の黒曜石の道・白滝遺跡群　　　　              シリーズ「遺跡を学ぶ」　12 木村英明　　 新泉社 2007

210.025 イセキ 黒潮を渡った黒曜石・見高段間遺跡　　　      　 シリーズ「遺跡を学ぶ」　14 池谷信行　　 新泉社 2005

210.025 イセキ 石にこめた縄文人の祈り・大湯環状列石　　　　 シリーズ「遺跡を学ぶ」　17 秋元信夫　　 新泉社 2015

210.025 イセキ 土器製塩の島・喜兵衛島製塩遺跡と古墳　　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　18 近藤義郎　　 新泉社 2005

210.025 イセキ 最古の王墓・吉武高木遺跡　　　　                 シリーズ「遺跡を学ぶ」　24 常松幹雄　　 新泉社 2014

210.025 イセキ 泉北丘陵に広がる須恵器窯・陶邑遺跡群　　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　28 中村浩　　 新泉社 2006

210.025 イセキ 東北古墳研究の原点・会津大塚山古墳　　　   　シリーズ「遺跡を学ぶ」　29 辻秀人　　 新泉社 2006
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210.025 イセキ 日本考古学の原点・大森貝塚　　　　               シリーズ「遺跡を学ぶ」　31 加藤緑　　 新泉社 2006

210.025 イセキ 吉備の弥生大首長墓・楯築弥生墳丘墓　　　   　シリーズ「遺跡を学ぶ」　34 福本明　　 新泉社 2015

210.025 イセキ 縄文文化の起源をさぐる・小瀬ヶ沢・室谷洞窟　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　37 小熊博史　　 新泉社 2007

210.025 イセキ 地域考古学の原点・月の輪古墳　　　　             シリーズ「遺跡を学ぶ」　42 近藤義郎　中村常定　 新泉社 2008

210.025 イセキ 「弥生時代」の発見・弥生町遺跡　　　             　シリーズ「遺跡を学ぶ」　50 石川日出志　　 新泉社 2008

210.025 イセキ 縄文人を描いた土器・和台遺跡　　　　               シリーズ「遺跡を学ぶ」　54 新井達哉　　 新泉社 2009

210.025 イセキ 縄文の漆の里・下宅部遺跡　　　　                     シリーズ「遺跡を学ぶ」　62 千葉敏朗　　 新泉社 2009

210.025 イセキ 列島始原の人類に迫る熊本の石器・沈目遺跡　　 シリーズ「遺跡を学ぶ」　68 木﨑康弘　　 新泉社 2010

210.025 イセキ 縄紋文化のはじまり・上黒岩岩陰遺跡　　　　        シリーズ「遺跡を学ぶ」　70 小林謙一　　 新泉社 2010

210.025 イセキ 国宝土偶『縄文ビーナス」の誕生・棚畑遺跡　　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　71 鵜飼幸雄　　 新泉社 2010

210.025 イセキ 北の縄文人の祭儀場・キウス周堤墓群　　　　      シリーズ「遺跡を学ぶ」　74 大谷敏三　　 新泉社 2010

210.04 トウキ 日本史の森をゆく　　　　中公新書　2299 東京大学史料編纂所　　 中央公論新社 2015

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十四巻　自天平神護２年正月至天平神護３年・神護景雲元年１２月・是歳　　　　皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2011

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十五巻　自神護景雲２年至正月亊宝亀元年9月　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2012

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十六巻　自宝亀元年１０月至宝亀４年１２月・是歳　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2012

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十七巻　自宝亀５年正月至宝亀８年１２月・是歳　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2013

210.09 シムラ 日本古代の王宮構造と政務・儀礼　　　　　 志村佳名子　　 塙書房 2015
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210.273 ヒラハ 「日の御子」の古代史　　　　　 平林章仁　　 塙書房 2015

210.3 ササヤ 古代をあゆむ　　　　　 笹山晴生　　 吉川弘文館 2015

210.3 ヒノア 日本書紀と古代の仏教　　　日野昭論文集Ⅰ　　　和泉選書　180 日野昭　　 和泉書院 2015

210.33 オオク 聖徳皇太子御伝　全　　　　　 大久保　好　　 東井寅蔵 1893

210.34 ツノシ 日本古代の軍事武装と系譜　　　　　 津野仁　　 吉川弘文館 2015

210.35 ミリオ ⅠDocumenti Ufficiali del Periodo di NARA　(710-784)　　 Maria Chiara　Migliore　　
La Sapienza
Orientale-Ricerche 2011

210.35 ミリオ Documents of Local Administration in the NARA Period　　 竹内理三　Ｍａｒｉａ　Ｃｈｉａｒａ　Ｍｉｇｌｉｏｒｅ　
Scuola di Studi
sull'Asia Orientale 1988

210.35 ミリオ Alcune considerazioni sul ruolo Politico e Rituale della donna nel Giappone Antico　　Maria Chiara　Migliore　　 1988

216.5 サトウ 飛鳥誌　　　　　 佐藤小吉　　 天理時報社 1944

499.9 タカハ 森野旧薬園と松山本草　薬草のタイムカプセル　大阪大学総合学術博物館叢書高橋京子　森野燾子　 大阪大学出版会 2012

521.82 オガサ 日本の古代宮都と文物　　　　　 小笠原好彦　　 吉川弘文館 2015

702.13 キムラ 正倉院宝物と古代の技　　　　　　　 木村法光　　 思文閣 2015

705 トウキ 日本美術年鑑　平成25年版　　　　　 東京文化財研究所企画情報部　　 東京文化財研究所企画情報部2013

768 カスカ 春日大社重要文化財鼉太鼓（左方）調査報告　　　　　 財団法人　春日顕彰会　　 財団法人　春日顕彰会1976

768 カスカ 春日大社重要文化財鼉太鼓（右方）調査報告　　　　　 春日顕彰会　　 共同精版印刷(株) 1976

813 ツキシ 伊呂波字類抄　第四巻　　　　大東急記念文庫　善本叢刊中古中世篇　別巻2　4築島裕　月本雅幸　 汲古書院 2014

813 ツキシ 伊呂波字類抄　第五巻　　　　大東急記念文庫　善本叢刊中古中世篇　別巻2　5築島裕　月本雅幸　 汲古書院 2015
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814 コクコ 国語語彙史の研究 三十一　　　　　 国語語彙史研究会　コクゴゴイシケンキュウカイ　和泉書院 2012

814 コクコ 国語語彙史の研究 三十二　　　　　 国語語彙史研究会　コクゴゴイシケンキュウカイ　和泉書院 2013

814 コクコ 国語語彙史の研究 三十三　　　　　 国語語彙史研究会　コクゴゴイシケンキュウカイ　和泉書院 2014

814 コクコ 国語語彙史の研究 三十四　　　　　 国語語彙史研究会　コクゴゴイシケンキュウカイ　和泉書院 2015

911.11 タツミ 古事記歌謡注釈　歌謡の理論から読み解く古代歌謡の全貌　　　　 辰巳正明　大谷歩　大塚千紗子 新典社 2014

913.21 ミウラ 文芸の本棚　古事記　　　　　 三浦佑之　大和岩雄　中西　進 河出書房新社 2013

913.21 ヨウセ 古事記　古代史研究の最前線　　　　 洋泉社編集部　寺川眞知夫　 洋泉社 2015

913.21 訂正古訓古事記　上　　　　　1 　　

913.21 訂正古訓古事記　中　　　　　2 　　

913.21 訂正古訓古事記　下　　　　　3 　　 京都書林

913.22 エント 日本書紀の形成と諸資料　　　　　 遠藤慶太　　 塙書房 2015

913.23 マニエ HITACHI  NO KUNI  FUDOKI   Cronaca　della provincia di Hitachi e dei suoi costumi　　イタリア語訳　Biblioteca medievale　145Antonio Manieri　　 Carocci editore 2013

913.37 ミリオ NIHON  RYOIKI  　Cronache soprannaturali e straordinarie del Giappone　 Maria Chiara　Migliore　　 Carocci editore 2010

913.37 ミリオ Kara monogatari 　 Maria Chiara　Migliore　　 Ariele 2015

919.3 キヨウ 新撰万葉集　　　　　 京都大学文学部国語学文学研究室　　 臨川書店 1979

928 シンシ 白氏文集　十　　　　新釈漢文大系　106 岡村繁　　 明治書院 2014

023 フシカ 秋里籬島と近世中後期の上方出版界　　　　　 藤川玲満　　 勉誠出版 2014



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

026 コクリ 図説　よりすぐり国立国会図書館　竹取物語から坂本龍馬直筆まで　　　　 国立国会図書館　　 勉誠出版 2015

031 ハマタ 塵添壒嚢抄・壒嚢抄　　　　　 浜田敦　佐竹昭弘　 臨川書店 1968

176 マルヤ 祓いの神事　神話・理念・祭祀　　　　　 丸山顕誠　　 三弥井書店 2015

182.88 ヨシタ 行基　　文殊師利菩薩の反化なり　　　　 吉田靖雄　　 ミネルヴァ書房 2013

188 キムシ 当麻寺の歴史と信仰　　　　　 金志虎　　 勉誠出版 2015

188 サカキ 『四天王寺縁起』の研究　聖徳太子の縁起とその周辺　　　　 榊原史子　　 勉誠出版 2013

188 ヨシハ 海を渡る天台文化　　　　　 吉原浩人　王勇　 勉誠出版 2008

210.04 ナカニ 情に生きる日本人 Tender Japan　　　　　 中西進　　 ウェッジ 2013

210.12 ホウセ ものと人間の文化史153　檜（ひのき）　　　　　 有岡利幸　　 法政大学出版局 2011

210.12 ホウセ ものと人間の文化史159　香料植物　　　　　 吉武利文　　 法政大学出版局 2012

210.12 ホウセ ものと人間の文化史161　白鳥　　　　　 赤羽正春　　 法政大学出版局 2012

210.12 ホウセ ものと人間の文化史162　柳　　　　　 有岡利幸　　 法政大学出版局 2013

210.12 ホウセ ものと人間の文化史168　椿　　　　　 有岡利幸　　 法政大学出版局 2014

210.12 ホウセ ものと人間の文化史169 　織物　　　　　 植村和代　　 法政大学出版局 2014

210.36 ション 九世紀の来航新羅人と日本列島　　　　　 鄭淳一　　 勉誠出版 2015

289 ワカイ 仁徳天皇　煙立つ民のかまどは賑ひにけり　　　　 若井敏明　　 ミネルヴァ書房 2015

388.8 ナカニ 楕円の江戸文化　　　　　 中西進　　 白水社 2013
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499.9 タカハ 森野藤助賽郭真写「松山本草」　ー森野旧薬園から学ぶ生物多様性の原点と実践ー　　　　高橋京子　　 大阪大学出版会 2014

704 ハヤシ 古代中世芸術論　　　　日本思想体系　23 岩波書店 1973

724.17 タカハ ボタニカルアート入門　透明水彩で描く　やさしい植物画　　　　　 高橋京子　　 日貿出版 2015

810.23 イヌカ 語り継ぐ古代の文字文化　　　　　 犬飼隆　和田明美　 青簡舎 2014

810.3 サトウ 日本語大事典   上　[あ～そ]　　　　　 佐藤武義　前田富祺　 朝倉書店 2014

810.3 サトウ 日本語大事典 　下　[た～を]　　　　　　 佐藤武義　前田富祺　 朝倉書店 2014

910.2 ススキ 天空の文学史　雲・雪・風・雨　　　　　 鈴木健一　　 三弥井書店 2015

910.2 ススキ 天空の文学史　太陽・月・星　　　　　 鈴木健一　　 三弥井書店 2014

911.108 ワカフ 万葉集(4)　　　　和歌文学大系４　 稲岡耕二　　 明治書院 2015

913.37 ホンコ 考証　日本霊異記　＜上＞　　　　　 本郷真紹　山本崇　 法蔵館 2015

919.3 ハンサ 対釈新撰万葉集　　　　　 半澤幹一　津田潔　 勉誠出版 2015

M イヌカ アララギと万葉　正岡子規と扇畑忠雄論　　　　 犬飼公之　　 おうふう 2015

Ｍ ヒラタ 万葉悲別歌の意匠　　　　日本女子大学叢書　17 平舘英子　　 塙書房 2015

Ｍ０４ マンヨ 万葉語文研究　　           第１１集　　　　　 万葉語学文学研究会　　 和泉書院 2015

M44 アソミ 万葉集　　全歌講義10　   巻第十九　巻第二十　　 阿蘇瑞枝　　 笠間書院 2015

Ｍ44 サタケ 万葉集3　　　　　 佐竹昭広　山田英雄　工藤力男 岩波書店 2014

Ｍ44 サタケ 万葉集4　　　　　 佐竹昭広　山田英雄　工藤力男 岩波書店 2014
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Ｍ44 サタケ 万葉集5　　　　　 佐竹昭広　山田英雄　工藤力男 岩波書店 2015

Ｍ５ サカモ 日本全国万葉の旅　西日本・東日本編　　　　 坂本信幸　村田右富実　牧野貞之 小学館 2015

Ｍ５４２ タカオ 越中万葉をあるく　歌碑めぐり　ＭＡＰ　　　　 高岡市万葉歴史館　　 笠間書院 2015

Ｍ５６２ ヤマタ 万葉歌の歴史を歩く　よみがえる南山背の古代　　　　 山田良三　　 新泉社 2006

Ｍ９ リヒヒ 万葉集　新装版　　　　　 リービ秀雄　中西進　井上博道 パイインターナショナル2014


