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216.5 オカサ 検証　奈良の古代仏教遺跡　飛鳥・白鳳寺院の造営と氏族　　　　 小笠原好彦　　 吉川弘文館 2020

289 モリキ 天神様の正体　菅原道真の生涯　　　　　    歴史文化ライブラリー　 　506 森公章　　 吉川弘文館 2020

383.8 ヨシノ 古代の食生活　食べる・働く・暮らす　　　　　歴史文化ライブラリー　　 507 吉野秋二　　 吉川弘文館 2020

188 カンコ 日本仏教はじまりの寺　元興寺　               1300年の歴史を語る　　　　 元興寺　元興寺文化財研究所　 吉川弘文館 2020

188 カンコ 図説　元興寺の歴史と文化財　                 1300年の法灯と信仰　　　　 元興寺　元興寺文化財研究所　 吉川弘文館 2020

210.33 シケミ 日本古代都城の形成と王権　　　　　 重見泰　　 吉川弘文館 2020

289 ホツケ 光明皇后御伝　改訂増補版　　　　　 法華寺　　 吉川弘文館 2020

210.07 ハマタ 日本史を学ぶための図書館活用術         　辞典・史料・データベース　　　　 浜田久美子　　 吉川弘文館 2020

M ウエノ 万葉集講義　最古の歌集の素顔　　　        中公新書　                   2608 上野誠　　 中央公論新社 2020

M565 タナヘ 田辺聖子の万葉散歩　　　　　 田辺聖子　　 中央公論新社 2020

210.03 サトウ 新版　図説歴史散歩事典　　　　　 佐藤信　　 山川出版社 2019

702.17 オオハ 正倉院宝物の輝き　　　　　 大橋一章　松原智美　片岡直樹 里文出版 2020

210.3 マエソ 森浩一古代学をつなぐ　　　　　 前園実知雄　今尾文昭　 新泉社 2020

322.134 ソカワ 人事の古代史　律令官人制からみた古代日本　  ちくま新書          　1497 十川陽一　　 筑摩書房 2020

210.1 コタイ 文字とことば　文字文化の始まり　　         　        シリーズ　古代史をひらく　5 吉村武彦　吉川真司　川尻秋生 岩波書店 2020

704 タカシ 人の心を動かすことができなければ、芸術ではない。　連続講座「芸術は何処へ？」　　　　高階秀爾　京都府立文化芸術会館　 ミネルヴァ書房 2020

216.5 モリシ 大和の古墳を歩く　　　　　 森下恵介　　 同成社 2020
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210.3 キモト 古代史論聚　　　　　 木本好信　　 岩田書院 2020

388.1 イリエ オトタチバナヒメ伝承　　　　　 入江英弥　　 岩田書院 2020

175.1 ヨシタ 神社合祀再考　　　　　 由谷裕哉　　 岩田書院 2020

928 シンシ 白氏文集　十一　　　　                             新釈漢文大系　            107 岡村繁　　 明治書院 2015

928 シンシ 白氏文集　十二　上　　　　                       新釈漢文大系　            108 岡村繁　　 明治書院 2010

220 クシタ
天変地異はどう語られてきたか　               中国・日本・朝鮮・東南アジア
                                                           東方選書　                   53 串田久治　青野正明　細井浩志 東方書店 2020

163 キクチ 日本人と山の宗教　　　　                         講談社現代新書　         2577 菊地大樹　　 講談社 2020

911.102 ワタナ 和歌史　なぜ千年を越えて続いたか　　    　角川選書                   　641 渡部泰明　　 KADOKAWA 2020

210.3 ハセヘ 日本古代の記憶と典籍　　　　　 長谷部将司　　 八木書店 2020

682 ササキ 日本古代の輸送と道路　　　　　 佐々木虔一　武廣亮平　森田喜久男 八木書店 2019

210.023 ミスカ 年号と東アジア　                                    改元の思想と文化　　　　 水上雅晴　高田宗平　 八木書店 2019

682 ナカム 日本古代の都城と交通　　　　　 中村太一　　 八木書店 2020

210.35 ヤコシ 日本古代の文書行政                           　正倉院文書の形成と復原　　　　 矢越葉子　　 八木書店 2020

588 ヤマタ 奈良の銘酒　　　　　 山田二良　　 京阪奈情報教育出版 2011

718 オクラ
廃寺のみ仏たちは、今　国宝仏から秘仏まで
                                                          奈良県東部編　　京阪奈新書 小倉つき子　　 京阪奈情報教育出版 2020

185.9 ナラマ お寺参りが楽しくなる奈良百寺巡礼　　　　  京阪奈新書　 奈良まほろばソムリエの会　　 京阪奈情報教育出版 2019

383.8 サトウ 酒と器のはなし　　　　　 佐藤伸雄　　 海鳥社 2005



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

291.65 クロイ 好古の瘴気　近代奈良の蒐集家と郷土研究　　　　 黒岩康博　　 慶應義塾大学出版会 2017

383.1 イスツ 日本服飾史　風俗博物館所蔵　女性編　　　　　 井筒雅風　　 光村推古書院 2015

383.1 イスツ 日本服飾史　風俗博物館所蔵　男性編　　　　　 井筒雅風　　 光村推古書院 2015

M タナカ
衝撃の『万葉集』伝本出現　広瀬本で伝本研究はこう変わった
                                                           はなわ新書　                085 田中大士　　 塙書房 2020

182.1 ソノタ 日本古代仏教の伝来と受容　　　　　 薗田香融　　 塙書房 2016

517 ヤスム 大和川の歴史　                                     土地に刻まれた記憶　　　　 安村俊史　　 清文堂出版 2020

913.37 セツワ 日本説話索引　                                     第一巻　あ～かか　　　　 説話と説話文学の会　　 清文堂出版 2020

758 キヨウ 表具の事典　　　　　 協同組合京都表装協会　　 協同組合京都表装協会 2013

210.35 ナオキ 飛鳥奈良時代の考察　　　　　 直木孝次郎　　 高科書店 1996

175.965 オオミ 古代ヤマトと三輪山の神　　　　　 大神神社　中西進　上田正昭 学生社 2013

170 シント 日本書紀註釈　上　　　　                         神道大系　古典註釈編  　2 神道大系編纂会　中村啓信　 神道大系編纂会 1988

170 シント 日本書紀註釈　中　　　　                         神道大系　古典註釈編  　3 神道大系編纂会　真壁俊信　 神道大系編纂会 1985

170 シント 日本書紀註釈　下　　　　                         神道大系　古典註釈編  　4 神道大系編纂会　秋山一実　 神道大系編纂会 1988

222.04 シント 新唐書　第一册　紀　                         　　点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第二册　志　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第三册　志　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第四册　志　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975
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222.04 シント 新唐書　第五册　志　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第六册　表　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第七册　表　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第八册　表　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第九册　表　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十册　表　　　                         点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十一册　表伝　　　                   点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十二册　伝　　　                      点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十三册　伝　　                      　点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十四册　伝　　　                      点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十五册　伝　                      　　点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十六册　伝　　                      　点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十七册　伝　　　                      点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十八册　伝　　　                      点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第十九册　伝　　                      　点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

222.04 シント 新唐書　第二十册　伝　　　                      点校本二十四史　 欧陽修　　 中華書局 1975

170 シント 河内・和泉・摂津国　　　　                        神道大系　神社編　        6 神道大系編纂会　二宮正彦　加藤隆久 神道大系編纂会 1981



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

170 シント 伊賀・伊勢・志摩国　　　                        　神道大系　神社編　       14 神道大系編纂会　西川順土　 神道大系編纂会 1979

170 シント 近江国　　　                                        　神道大系　神社編　       23 神道大系編纂会　宇野茂樹　 神道大系編纂会 1985

170 シント 上野・下野国　　　                                　神道大系　神社編　       25 神道大系編纂会　西垣晴次　小林一成 神道大系編纂会 1992

170 シント 出雲・石見・隠岐国　　　                        　神道大系　神社編　       36 神道大系編纂会　石塚尊俊　 神道大系編纂会 1983

170 シント 出雲大社　　　                                     　神道大系　神社編　       37 神道大系編纂会　平井直房　佐藤真人 神道大系編纂会 1991

170 シント 紀伊・淡路国　　　                                　神道大系　神社編　       41 神道大系編纂会　安藤精一　小山誉城 神道大系編纂会 1987

M ナイト 万葉集の古代と近代　　　　　 内藤明　　 現代短歌社 2021

M04 カキミ 万葉集巻十三の長歌文芸　　　               　研究叢書　                   531 垣見修司　　 和泉書院 2021

M565 ナラマ 奈良通が選んだ奈良万葉の旅百首　　　　　 奈良まほろばソムリエの会　上野誠　 京阪奈情報教育出版 2021

210.04 ニホン 恋する日本史　　　　　 『日本歴史』編集委員会　大谷歩　三成美保 吉川弘文館 2021

216.5 ナラケ 庁中漫録　一五・一六　　                     　　奈良史料叢書　            6 奈良県文化・教育・くらし創造部文化資源活用課　　 奈良県 2021

910.6 コクフ
アワビと古代国家　『延喜式』にみる食材の生産と管理
ブックレット〈書物をひらく〉　24 清武雄二　　 平凡社 2021

910.6 コクフ 春日懐紙の書誌学　　　　                        ブックレット〈書物をひらく〉 　25 田中大士　　 平凡社 2021

216.5 アスカ 飛鳥への招待　　　　　
飛鳥学冠位叙任試験問題作成委員会
今尾文昭　井上さやか 中央公論新社 2021

913.21 オオコ やまとかたり                                       　古事記をうたう　　　　 大小田さくら子　　 新潮社 2021

910.49 トナル ひとり灯の下にて　ドナルド・キーン追悼文集　　　　 （一財）ドナルド・キーン記念財団　　 （一財）ドナルド・キーン記念財団 2021


