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170 シント 伊勢神道　上　　　　　　　　　　神道大系　論説編　5 神道大系編纂会　田中卓　伴五十嗣郎 神道大系編纂会 1993

170 シント 伊勢神道　中　　　　　　　　　　神道大系　論説編　6 神道大系編纂会　西川順土 神道大系編纂会 1989

170 シント 伊勢神道　下　　　　　　　　　　神道大系　論説編　7 神道大系編纂会　西川順土 神道大系編纂会 1982

170 シント 古語拾遺附註釈　　　　　　　　神道大系　古典編　5 神道大系編纂会　飯田瑞穂 神道大系編纂会 1986

170 シント 先代旧事本紀　　　　　　　　　 神道大系　古典編　8 神道大系編纂会　鎌田純一 神道大系編纂会 1980

170 シント
海部氏系図・八幡愚童記・新撰亀相記・高橋氏文・天書・神別記　神道大系　古
典編　13 神道大系編纂会　村田正志　秋本吉徳 神道大系編纂会 1992

170 シント 古事記註釈　　　　　　　　　　　神道大系　古典註釈編　1 神道大系編纂会　小野田光雄 神道大系編纂会 1990

170 シント 釋日本紀　　　　　　　　　　　　 神道大系　古典註釈編　5 神道大系編纂会　小野田光雄 神道大系編纂会 1986

170 シント 延喜式神名帳註釈　　　　 　　神道大系　古典註釈編　7 神道大系編纂会　岩本徳一 神道大系編纂会 1986

170 シント 中臣祓註釈　　               　　神道大系　古典註釈編　8 神道大系編纂会　岡田荘司 神道大系編纂会 1985

170 シント 大和国　　　　                     神道大系　神社編　5 神道大系編纂会　佐伯秀夫　坂元正典 神道大系編纂会 1987

170 シント 大神・石上　　　                　神道大系　神社編　12 神道大系編纂会　上田正昭　佐伯秀夫 神道大系編纂会 1989

170 シント 春日　　　　                        神道大系　神社編　13 神道大系編纂会　永島福太郎 神道大系編纂会 1985

170 シント 卜部神道　上　            　　　神道大系　論説編　8 神道大系編纂会　西田長男 神道大系編纂会 1985

170 シント 卜部神道　下　　            　　神道大系　論説編　9 神道大系編纂会　岡田荘司 神道大系編纂会 1991

170 シント 儀式・内裏式　　             　　神道大系　朝儀祭祀編　1 神道大系編纂会　渡辺直彦 神道大系編纂会 1980

170 シント 西宮記　　　                     　神道大系　朝儀祭祀編　2 神道大系編纂会　土田直鎮　所功 神道大系編纂会 1993
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170 シント 江家次第　　　                 　神道大系　朝儀祭祀編　4 神道大系編纂会　渡辺直彦 神道大系編纂会 1991

170 シント 践祚大嘗祭　　              　　神道大系　朝儀祭祀編　5 神道大系編纂会　大野健雄 神道大系編纂会 1985

170 シント 祝詞・宣命註釈　　　         　神道大系　古典註釈編　6 神道大系編纂会　青木紀元 神道大系編纂会 1978

216 モリオ 初期農耕活動と近畿の弥生社会 森岡秀人　古代学協会 雄山閣 2018

M565 ウエノ 万葉集であるく奈良　　　                        　とんぼの本 上野誠　蜂飼耳　馬場基 新潮社 2019

910.268 サイト 折口信夫　神性を拡張する復活の喜び　　　ミネルヴァ日本評伝選 斎藤英喜 ミネルヴァ書房 2019

M ハキワ はじめての万葉集　上 萩原昌好　中島梨絵 あすなろ書房 2019

M ハキワ はじめての万葉集　下 萩原昌好　中島梨絵 あすなろ書房 2019

288.1 ホウカ 蘇我氏　権勢を誇った謎多き古代大族　　　古代氏族の研究　14 宝賀寿男 青垣出版 2019

210.18 タナカ 渡来人と帰化人　　　　                            角川選書　614 田中史生 角川書店 2019

M ウエノ 体感訳万葉集　令和に読みたい名歌36 上野誠 NHK出版 2019

210.025 イセヘ ビジュアル版　古墳時代ガイドブック　　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」別冊　04 若狭徹 新泉社 2013

380.1 シタラ 柳田国男と考古学　なぜ柳田は考古資料を収集したのか 設楽博己　工藤雄一郎　松田睦彦 新泉社 2016

210.32 シライ 古墳とヤマト政権　古代国家はいかに形成されたか　　　文春新書　036 白石太一郎 文芸春秋 1999

718 ミスノ ミズノ先生の仏像のみかた 水野敬三郎 講談社 2019

210.025 マツキ 考古学から学ぶ古墳入門　　　　The New Fifties 松木武彦 講談社 2019

721.025 ツシノ 十八世紀京都画壇　蕭白、若冲、応挙たちの世界　　　講談社選書メチエ　693 辻惟雄 講談社 2019
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210.091 オカタ 大嘗祭と古代の祭祀 岡田荘司 吉川弘文館 2019

176 シオカ 古代の祭祀構造と伊勢神宮 塩川哲朗 吉川弘文館 2018

702.1 テンノ 古代国家と仏教美術　奈良・平安時代　　　天皇の美術史　1 増記隆介　皿井舞　佐々木守俊 吉川弘文館 2018

289 モリキ 阿倍仲麻呂　　　　人物叢書　298 森公章 吉川弘文館 2019

289 ニシモ 早良親王　　　   　人物叢書　296 西本昌弘 吉川弘文館 2019

289 サカイ 経覚　　　　         人物叢書　299 酒井紀美 吉川弘文館 2020

216.5 オカサ 検証　奈良の古代遺跡　古墳・王宮の謎をさぐる 小笠原好彦 吉川弘文館 2019

210.18 オオハ 古代の地域支配と渡来人 大橋信弥 吉川弘文館 2019

318 イマツ 戸籍が語る古代の家族　　　　歴史文化ライブラリー　488 今津勝紀 吉川弘文館 2019

709 ウンノ 文化遺産と〈復元学〉　遺跡・建築・庭園復元の理論と実践 海野聡 吉川弘文館 2019

521.818 オオタ 奈良の寺々　古建築の見かた　　　読みなおす日本史 太田博太郎 吉川弘文館 2019

215.1 アタラ 地域に生きる人びと　甲斐国と古代国家　    　　新しい古代史へ　1 平川南 吉川弘文館 2019

215.1 アタラ 文字文化のひろがり　東国・甲斐からよむ　　  　新しい古代史へ　2 平川南 吉川弘文館 2019

215.1 アタラ 交通・情報となりわい　甲斐がつないだ道と馬    新しい古代史へ　3 平川南 吉川弘文館 2020

383.8 ナクイ 食べ物の民俗考古学　木の実と調理道具 名久井文明 吉川弘文館 2019

611 マツタ 古代日本の国家と土地支配 松田行彦 吉川弘文館 2019

288.4 ニホン 「王」と呼ばれた皇族　古代・中世皇統の末流 日本史史料研究会　赤坂恒明 吉川弘文館 2020
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M6 イナカ 草木万葉のうた 稲垣富夫 右文書院 2019

385.4 イタカ 花儿会と歌垣　辺境の歌文化 板垣俊一 三弥井書店 2019

176 マルヤ 現人神となる神事　天皇・出雲国造・諏訪上社大祝 丸山顕誠 三弥井書店 2020

913.22 ムラタ 日本を読もう　わかる日本書紀②　熱闘エンドオブエイジア　　　マンガ遊訳 村田右富実　村上ナッツ　つだゆみ 西日本出版社 2019

210.1 コタイ 古代寺院　新たに見えてきた生活と文化　　　シリーズ　古代史をひらく　3 吉村武彦　吉川真司　川尻秋生 岩波書店 2019

721.9 クサナ
日本画の歴史　近代篇　狩野派の崩壊から院展・官展の隆盛まで　カラー版
中公新書　2513 草薙奈津子 中央公論新社 2018

210.12 ホウセ 相撲　　      　　ものと人間の文化史　179 土屋喜敬 法政大学出版局 2017

728.22 ヨシカ 顔真卿伝      　時事はただ天のみぞ知る 吉川忠夫 法蔵館 2019

910.4 カクシ 上代Ⅰ（平成26年版）　　　　国文学年次別論文集 学術文献刊行会 朋文出版 2019

910.4 カクシ 上代Ⅱ（平成26年版）　　　　国文学年次別論文集 学術文献刊行会 朋文出版 2019

M241 アサヒ 大伴家持研究　表現手法と歌巻編纂 朝比奈英夫 塙書房 2019

288.3 ヒラハ
物部氏と石上神宮の古代史　ヤマト王権・天皇・神祇祭祀・仏教
IZUMI BOOKS21 平林章仁 和泉書院 2019

810.23 クキヌ 動詞派生と転成から見た古代日本語　　　　研究叢書　513 釘貫亨 和泉書院 2019

M トサヒ 律令国家と言語文化 土佐秀里 汲古書院 2020

386 ナカム 訳注　荊楚歳時記 中村裕一 汲古書院 2019

M566 ムラセ 和歌の浦の誕生     　古典文学と玉津島社 村瀬憲夫　三木雅博　金田圭弘 清文堂出版 2016

188 タナハ 四天王寺古文書　第１巻　　　　清文堂史料叢書　78 棚橋利光 清文堂出版 1996
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188 タナハ 四天王寺史料　　              　　清文堂史料叢書　66 棚橋利光 清文堂出版 1993

210.35 シヨウ 正倉院文書研究　16 正倉院文書研究会 吉川弘文館 2019

913.22 マルヤ 定本日本書紀　上 丸山林平 講談社 1966

913.22 マルヤ 定本日本書紀　中 丸山林平 講談社 1966

913.22 マルヤ 定本日本書紀　下 丸山林平 講談社 1966

913.22 マルヤ 定本日本書紀　別巻　辞典・索引 丸山林平 講談社 1966

121.52 コクカ 和学者総覧 国学院大学日本文化研究所 汲古書院 1990

182.88 サクマ 日本古代僧伝の研究 佐久間竜 吉川弘文館 1983

921 ヤマタ 中国文学における悲愁詩 山田勝美　阿部正次郎 南窓社 1977

P オオサ ヒストリア　第２６６号～第２７１号　　   　平成３０年 大阪歴史学会 大阪歴史学会 2018

P オオサ ヒストリア　第２７２号～第２７７号　   　　令和１年 大阪歴史学会 大阪歴史学会 2019

210.3 マツオ 闘乱の日本古代史　つくられた偉人たち 松尾光 花鳥社 2019

815 マツオ 改訂増補　古文解釈のための国文法入門　　　      　ちくま学芸文庫 松尾聰 筑摩書房 2019

210.33 レキシ ここまでわかった！敗者で読み解く古代史の謎　　　　新人物文庫　329
『歴史読本』編集部　中経出版
新人物文庫編集部 KADOKAWA 2014

210.32 レキシ ここまでわかった！古代王権と古墳の謎　　        　　新人物文庫　356 『歴史読本』編集部 KADOKAWA 2015

M ウエノ マンガでわかる万葉集 上野誠　サイドランチ 池田書店 2019

910.6 コクフ 源氏物語といけばな　源氏流いけばなの軌跡　 ブックレット〈書物をひらく〉　20 岩坪健 平凡社 2019



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

910.6 コクフ 江戸水没　寛政改革の水害対策　　　　　　　　   ブックレット〈書物をひらく〉　21 渡辺浩一 平凡社 2019

216.5 イカラ 飛鳥・藤原の宮都を世界遺産に　日本の古代国家誕生 五十嵐敬喜　岩槻邦男　西村幸夫 ブックエンド 2019

375 コメタ 「言語文化」の学習指導考究 米田猛 渓水社 2018

910.2 マツタ 古典文学の常識を疑う 松田浩　上原作和　佐谷真木人 勉誠出版 2017

928 シンシ 白氏文集　十二　下　　　　　　　　　　　新釈漢文大系　119 岡村繁 明治書院 2016

M ヒロオ 万葉形成通論　　　　　　　　　　　　　 　研究叢書　517 廣岡義隆 和泉書院 2020

M1 コマツ 仙覚『万葉集註釈』　被注万葉集歌一覧・被注語句索引　　　　索引叢書　54 小松靖彦 和泉書院 2020

M9 イトウ スペイン語で愛でる万葉集 伊藤昌輝　エレナ・ガジェゴ・アンドラダ 大盛堂書房 2020


