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166 サカテ 日本と道教文化　　　　角川選書　466 坂出祥伸　　 角川学芸出版 2010

183 タイト 印度撰述部　阿含部　一　　　　国訳一切経　1 椎尾辨匡　水野弘元　三枝充悳 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　阿含部　二　　　　国訳一切経　2 椎尾辨匡　水野弘元　三枝充悳 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　阿含部　三　　　　国訳一切経　3 椎尾辨匡　水野弘元　三枝充悳 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　阿含部　四　　　　国訳一切経　4 立花俊道　高崎直道　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　阿含部　五　　　　国訳一切経　5 立花俊道　高崎直道　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　阿含部　六　　　　国訳一切経　6 立花俊道　水野弘元　高崎直道 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　阿含部　七　　　　国訳一切経　7 石川海浄　水野弘元　福田孝雄 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　阿含部　八　　　　国訳一切経　8 林五邦　水野弘元　奈良康明 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　阿含部　九・十　　　　国訳一切経　9 林五邦　水野弘元　奈良康明 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　密教部　一　　　　国訳一切経　10 神林隆浄　宮坂宥勝　 大東出版社 1980

183 タイト 印度撰述部　密教部　二　　　　国訳一切経　11 坪井徳光　岡田契昌　田島隆純 大東出版社 1979

183 タイト 印度撰述部　密教部　三　　　　国訳一切経　12 神林隆浄　宮坂宥勝　 大東出版社 1995

183 タイト 印度撰述部　密教部　四　　　　国訳一切経　13 岡田契昌　神林隆浄　松長有慶 大東出版社 1996

183 タイト 印度撰述部　密教部　五　　　　国訳一切経　14 田島隆純　坪井徳光　阿部宥精 大東出版社 1980

183 タイト 印度撰述部　涅槃部　一　　　　国訳一切経　15 常盤大定　横超慧日　 大東出版社 1970

183 タイト 印度撰述部　涅槃部　二　　　　国訳一切経　16 常盤大定　横超慧日　 大東出版社 1970



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

183 タイト 印度撰述部　般若部　一　　　　国訳一切経　17 椎尾辨匡　梶芳光運　 大東出版社 1970

183 タイト 印度撰述部　般若部　二　　　　国訳一切経　18 椎尾辨匡　梶芳光運　 大東出版社 1970

183 タイト 印度撰述部　般若部　三　　　　国訳一切経　19 椎尾辨匡　梶芳光運　 大東出版社 1970

183 タイト 印度撰述部　般若部　四　　　　国訳一切経　20 椎尾辨匡　梶芳光運　 大東出版社 1970

183 タイト 印度撰述部　般若部　五　　　　国訳一切経　21 椎尾辨匡　梶芳光運　 大東出版社 1970

183 タイト 印度撰述部　般若部　六　　　　国訳一切経　22 椎尾辨匡　梶芳光運　 大東出版社 1970

210.025 イセキ 古代国家形成の舞台　・飛鳥宮　　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　102 鶴見泰寿　　 新泉社 2015

210.025 トクリ 遺跡の年代を測るものさしと奈文研　　　　　 奈良文化財研究所　松村恵司　難波洋三クバプロ 2015

210.025 マツキ 古墳とはなにか　認知考古学からみる古代　　　角川選書　493 松木武彦　　 角川学芸出版 2011

210.026 トクリ ＜歴史の証人＞木簡を究める　　　　　 奈良文化財研究所　松村恵司　渡辺晃宏クバプロ 2014

210.08 イワナ 古代 2 　　　　岩波講座日本歴史　　2 大津透　倉本一宏　小澤毅 岩波書店 2014

210.08 イワナ 古代 3 　　　　岩波講座日本歴史　　3 大津透　坂上康俊　虎尾達哉 岩波書店 2014

210.08 イワナ 古代 4 　　　　岩波講座日本歴史　　4 大津透　吉江崇　橋本義則 岩波書店 2015

210.08 イワナ 古代 5 　　　　岩波講座日本歴史　　5 大津透　春名宏昭　佐藤泰弘 岩波書店 2015

210.18 ウエア モノが語る 日本対外交易史　七－一六世紀　　　　　 シャルロッテ・フォン・ヴェアシュア　河内春人　鈴木靖民藤原書店 2011

210.18 カワカ 古代アジア世界の対外交渉と仏教　　　　山川歴史モノグラフ　23 河上麻由子　　 山川出版社 2011

210.273 カシハ 大集結　邪馬台国時代のクニグニ　　　　　 香芝市二上山博物館友の会　ふたかみ史遊会　石野博信　仁藤敦史青垣出版 2015
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210.3 タテノ 日本古代のみやこを探る　　　　　 舘野和己　　 勉誠出版 2015

210.37 クラモ 現代語訳小右記　三代の蔵人頭　　　 　1 倉本一宏　　 吉川弘文館 2015

210.8 モリコ 古墳時代を考える　森浩一著作集　　　　1 森浩一　前園実知雄　 新泉社 2015

216.5 ナラノ 纒向遺跡と桜井茶臼山古墳　　　　奈良の古代文化　1 奈良の古代文化研究会　　 青垣出版 2010

216.5 ナラノ 斉明女帝と狂心渠　　　　            奈良の古代文化　2 奈良の古代文化研究会　靍井忠義　 青垣出版 2012

216.5 ナラノ 論考 邪馬台国＆ヤマト王権　　　　奈良の古代文化　3 奈良の古代文化研究会　上田充夫　住谷善慎青垣出版 2012

216.5 ナラノ 記紀万葉歌の大和川　　　　         奈良の古代文化　5 奈良の古代文化研究会　松本武夫　 青垣出版 2015

216.5 ナラノ 天文で解ける箸墓古墳の謎　　　　 奈良の古代文化　4 奈良の古代文化研究会　豆板敏男　 青垣出版 2015

221.035 チタタ 高句麗都城の考古学的研究　　　　　 千田剛道　　 北九州中国書店 2015

222.04 カネコ 中国古代皇帝祭祀の研究　　　　　 金子修一　　 岩波書店 2006

288.46 オオツ 古代天皇陵の謎を追う　　　　　 大塚初重　　 新日本出版社 2015

302 キタヤ 日本古代の「漢」と「和」　嵯峨朝の文学から考える　　　アジア遊学　188 北山円正　新間一美　滝川幸司 勉誠出版 2015

367 セキク 日本古代家族史の研究　　上　　　　　 関口裕子　　 塙書房 2004

367 セキク 日本古代家族史の研究　　下　　　　　 関口裕子　　 塙書房 2004

385.6 イナタ 日本古代の喪葬儀礼と律令制　　　　　 稲田奈津子　　 吉川弘文館 2015

385.6 マスタ 葬送儀礼と装いの比較文化史　装いの白と黒をめぐって　　　　 増田美子　杉本浄　大枝近子 東京堂出版 2015

388.1 ミウラ 浦島太郎の文学史　恋愛小説の発生　　      　五柳叢書　15 三浦佑之　　 五柳書院 2007
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629 オノケ 日本庭園の歴史と文化　　　　　 小野健吉　　 吉川弘文館 2015

629 ニホン 前衛とモダン　明治時代後期～大正時代　　　　日本美術全集　17 北澤憲昭　森仁史　藤井素彦 小学館 2014

702.1 タカシ 日本人にとって美しさとは何か　　　　　 高階秀爾　　 筑摩書房 2015

721.9 ナカシ 中島千波　彩図鑑　Ⅳ　　　　　　4 中島千波　　 求龍堂 2015

810.23 ハチヤ 古代語の謎を解く　　　　                                阪大リーブル　21 蜂矢真郷　　 大阪大学出版会 2010

813.5 オナイ てにをは連想表現辞典　　　　　 小内一　　 三省堂 2015

910.2 コニシ 日本文芸史 Ⅰ　　　　　1 小西甚一　　 講談社 1993

910.2 コニシ 日本文芸史 Ⅱ　　　　　2 小西甚一　　 講談社 1985

910.2 コニシ 日本文芸史　Ⅲ　　　 　3 小西甚一　　 講談社 1986

910.2 コニシ 日本文芸史　Ⅳ　　　 　4 小西甚一　　 講談社 1987

910.2 コニシ 日本文芸史　Ⅴ　　　 　5 小西甚一　　 講談社 1992

910.2 タイシ 社会人のためのビジュアルカラー国語百科　　　　　 大修館書店編集部　　 大修館書店 2015

910.4 カクシ 上代Ⅰ（平成24年）　　　      　    国文学年次別論文集　29-1 学術文献刊行会　　 朋文出版 2015

910.4 カクシ 上代Ⅱ（平成24年）　　　　          国文学年次別論文集　29-2 学術文献刊行会　　 朋文出版 2015

913.21 ナカム 新版　古事記　現代語訳付き　　　角川文庫　15906 中村啓信　　 KＡＤＯＫＡＷＡ 2009

913.23 ナカム 風土記　上　現代語訳付き　　　 　角川文庫　19240 中村啓信　　 KＡＤＯＫＡＷＡ 2015

913.23 ナカム 風土記　下　現代語訳付き　　　　 角川文庫　19241 中村啓信　　 KＡＤＯＫＡＷＡ 2015
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913.37 ミフネ 浦島太郎の日本史　　　　           歴史文化ライブラリー　285 三舟隆之　　 吉川弘文館 2015

913.37 ヤマオ 説話文学の方法　　　　              新典社研究叢書　253 山岡敬和　　 新典社 2014

921.43 タツミ 王梵志詩集注釈　敦煌出土の仏教詩を読む　　　　 辰巳正明　　 笠間書院 2015

921.43 ニツチ 正倉院本　王勃詩序訳注　　　　　 日中文化交流史研究会　　 翰林書房 2014

020.22 エノモ 古代中国・日本における学術と支配　　　　　 榎本淳一　河内春人　小林春樹 同成社 2013

022 ソリマ 定本　天理図書館の善本稀書　一古書肆の思い出　　　　 反町茂雄　　 八木書店 2015

081 シンテ 日本書紀　　乾元本　二　　　　      新天理図書館善本叢書　3 天理大学附属天理図書館　遠藤慶太　是澤範三八木書店 2015

081 シンテ 古語拾遺　　嘉禄本・暦仁本　　　  新天理図書館善本叢書　4 天理大学附属天理図書館　山本崇　木田章義八木書店 2015

210.088 キヨウ 国宝　岩崎本　日本書紀　　　　　 京都国立博物館　石塚晴通　赤尾栄慶 勉誠出版 2013

CD 31 万葉集　　　　　　　　　　　　　　　　 序章　第一集　大和　　   　               犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 32 飛鳥路１　　　　　　　　　　　　　　　  第一集　大和　　　                           犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 33 飛鳥路２　　　　　　　　　　　　　　　  第一集　大和　　　                           犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 34 隈１　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　第一集　大和　　　                           犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 35 檜隈２　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一集　大和　　　                                    犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 36 吉野　宮滝　明日香川　　　　　　　　第一集　大和　　                  犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 37 紀伊国　藤原京から真土山へ１　　第一集　大和　　　     犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 38 紀伊国　藤原京から真土山へ２　　第一集　大和　　　      犬養孝　　 ファミリージャパン 2010
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CD 39 紀伊国　真土山１　                   第一集　大和　　　                       犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 40 紀伊国　真土山２                   　第一集　大和　　                 　      犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 41 万葉の世界へ　                      第二集　紀伊　　　                           犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 42 紀伊国　妹と背の山１　             第二集　紀伊　　                  　 犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 43 紀伊国　妹と背の山２　             第二集　紀伊　　                  　 犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 44 紀伊国　妹と背の山３　             第二集　紀伊　　                    犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 45 紀伊国　藤白坂１　                  第二集　紀伊　　　                       犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 46 紀伊国　藤白坂２　                  第二集　紀伊　　　                       犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 47 紀伊国　大崎から日の岬へ１　    第二集　紀伊　　        　 犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 48 紀伊国　大崎から日の岬へ２　    第二集　紀伊　　　        犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 49 紀伊国　野島から白浜へ　         第二集　紀伊　　          　   犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 50 紀伊国　玉の浦から孔島へ　      第二集　紀伊　　　          犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 51 山上憶良　志賀の白水郎　         第三集　筑紫・北陸・因幡 　      犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 52 大伴旅人　亡妻思慕の歌１　       第三集　筑紫・北陸・因幡    　 犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 53 大伴旅人　亡妻思慕の歌２　       第三集　筑紫・北陸・因幡　　　 犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 54 越前１　                                 第三集　筑紫・北陸・因幡　　　                      犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 55 越前２　                                 第三集　筑紫・北陸・因幡　　　                      犬養孝　　 ファミリージャパン 2010
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CD 56 能登　島のしただみ１　              第三集　筑紫・北陸・因幡　　　   犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 57 能登　島のしただみ２　              第三集　筑紫・北陸・因幡　　　   犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 58 大伴家持　越中の家持　            第三集　筑紫・北陸・因幡　　　 犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 59 大伴家持　因幡の雪１　             第三集　筑紫・北陸・因幡　　　  犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

CD 60 大伴家持　因幡の雪２　             第三集　筑紫・北陸・因幡　　　  犬養孝　　 ファミリージャパン 2010

M イノウ マンガで楽しむ古典　万葉集　　　　　 井上さやか　瀧玲子　 ナツメ社 2016

Ｍ ウエノ 万葉集で親しむ大和ごころ　　　　                            角川文庫　19377 上野誠　　 KＡＤＯＫＡＷＡ 2015

M ウエノ 万葉手帳　　　　　 上野誠　　 東京書籍 2016

M02 オオタ 万葉集の恋と語りの文芸史　　　　　 大谷歩　　 笠間書院 2016

Ｍ561 ハヤシ 大津京と万葉歌　天智天皇と額田王の時代　　　　 林博通　鈴木靖将(画）　 新樹社 2015

Ｍ73 カモノ 影印本　万葉新採百首解　　　　影印本シリーズ　 賀茂真淵　鈴木淳　吉村誠 新典社 1996

Ｍ９ イヨン 韓国語訳万葉集　 8　　　　 李妍淑　　 2015


