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069 フシモ 探検！東京国立博物館　　　　　 藤森照信　山口晃　 淡交社 2015

081 シンテ 古事記　道果本　播磨国風土記　　新天理図書館善本叢書　1 天理大学附属天理図書館　野尻忠　木田章義 八木書店 2016

164 シノタ 世界神話伝説大事典　　　　　 篠田知和基　丸山顕徳　 勉誠出版 2016

173 アオキ 『古語拾遺』を読む　　　　　 青木紀元　中村幸弘　遠藤和夫 右文書院 2004

175.8 シヨン 変容する聖地　伊勢　　　　　 ジョン・ブリーン　　 思文閣出版 2016

182.88 キシタ 空海の文字とことば　　　　　　　　                            　歴史文化ライブラリー　412 岸田知子　　 吉川弘文館 2015

183 タイト 印度撰述部　華厳部　一　　　　　　国訳一切経　23 衛藤即応　伊藤瑞叡　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　華厳部　二　　　　　　国訳一切経　24 衛藤即応　伊藤瑞叡　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　華厳部　三　　　　　　国訳一切経　25 衛藤即応　伊藤瑞叡　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　華厳部　四　　　　　　国訳一切経　26 衛藤即応　坂本幸男　伊藤瑞叡 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　法華部　全一　　　 　国訳一切経　27 馬田行啓　坂本幸男　日比宣正 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　本縁部　一・二　　　　国訳一切経　28 岡教邃　常盤大定　美濃晃順 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　三　　　    　国訳一切経　29 常盤大定　美濃晃順　杉本卓洲 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　四　　　　    国訳一切経　30 常盤大定　寺崎修一　平等通昭 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　五　　　　    国訳一切経　31 平等通昭　赤沼智善　西尾京雄 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　六　　　　    国訳一切経　32 岡教邃　赤沼智善　成田昌信 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　七　　　    　国訳一切経　33 赤沼智善　西尾京雄　内藤康雄 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　八　　　　    国訳一切経　34 美濃晃順　及川真介　 大東出版社 1971
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183 タイト 印度撰述部　本縁部　九　　　    　国訳一切経　35 常盤大定　丸山孝雄　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　十　　　    　国訳一切経　36 江田俊雄　杉本卓洲　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　本縁部　十一　　　 　国訳一切経　37 江田俊雄　赤沼智善　西尾京雄 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　宝積部　一　　　    　国訳一切経　38 長井真琴　新井慧誉　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　宝積部　二　　　　    国訳一切経　39 長井真琴　新井慧誉　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　宝積部　三　　　　    国訳一切経　40 長井真琴　　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　宝積部　四　　　　    国訳一切経　41 長井真琴　新井慧誉　 大東出版社 1971

183 タイト 印度撰述部　宝積部　五　　　    　国訳一切経　42 長井真琴　新井慧誉　 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　宝積部　六　　　　    国訳一切経　43 長井真琴　中村元　新井慧誉 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　宝積部　七　　　    　国訳一切経　44 椎尾辨匡　蓮澤成淳　中村元 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　大集部　一　　　　    国訳一切経　45 蓮澤成淳　後藤修　 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　大集部　二　　　　    国訳一切経　46 蓮澤成淳　後藤修　 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　大集部　三　　　    　国訳一切経　47 蓮澤成淳　後藤修　 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　大集部　四　　　    　国訳一切経　48 矢吹慶輝　成田昌信　望月信亨 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　大集部　五　　　    　国訳一切経　49 矢吹慶輝　後藤修　 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　大集部　六　　　　    国訳一切経　50 蓮澤成淳　井ノ口泰淳　後藤修 大東出版社 1973

183 ワクハ 新装版　仏教植物辞典　　　　　 和久博隆　　 国書刊行会 2013

204 アスカ 明日香村文化財調査研究紀要　　　　　15 明日香村教育委員会　　 明日香村 2016
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210.025 イセキ 古市古墳群の解明へ　盾塚・鞍塚・珠金塚古墳　　    　シリーズ「遺跡を学ぶ」　105 田中晋作　　 新泉社 2016

210.3 ミヤケ 古代の人々の心性と環境　異界・境界・現世　　　　 三宅和朗　　 吉川弘文館 2016

210.33 スキモ 聖徳太子伝　　　　　 杉本好伸　　 国書刊行会 2011

210.8 モリコ 和泉黄金塚古墳と銅鏡　　　     森浩一著作集　2 森浩一　　 新泉社 2015

214.3 キクチ 加賀前田家と尊経閣文庫　文化財を守り、伝えた人々　　　　 菊池紳一　　 勉誠出版 2016

216.5 アスカ 明日香村遺跡調査概報　平成26年度　　　　 明日香村教育委員会　　 明日香村 2016

216.5 アスカ 牽牛子塚古墳発掘調査報告書Ⅱ　牽牛子塚古墳等設備事業に伴う発掘調査　　　明日香村文化財調査報告書　11 明日香村教育委員会　　 明日香村 2016

216.5 アスカ 都塚古墳発掘調査報告書　飛鳥の多段築墳の調査　   明日香村文化財調査報告書　12明日香村教育委員会　関西大学文学部考古学研究室　明日香村 2016

216.5 キノシ 飛鳥史跡事典　　　　　 木下正史　　 吉川弘文館 2016

216.5 ナラケ 庁中漫録　和州誌・一～三　　　                                    奈良史料叢書　1 奈良県地域振興部文化資源活用課　　 奈良県 2016

220 シタラ 十二支になった動物たちの考古学　　　　　 設楽博己　　 新泉社 2015

222 マエソ 中国歴史紀行　史跡をめぐる五万キロの旅　　　　 前園実知雄　　 新泉社 2015

288.41 センタ 古代天皇誌　　　　　 千田稔　　 東方出版 2016

289 シノカ 継体天皇　　　　人物叢書　283 篠川賢　　 吉川弘文館 2016

291.65 センタ カラー版　古代飛鳥を歩く　　　                                       中公新書　2371 千田稔　　 中央公論新社 2016

313 タカキ 近代天皇制と古都　　　　　 高木博志　　 岩波書店 2006

337 イマム 日本古代貨幣の創出　無文銀銭・富本銭・和同銭　　   講談社学術文庫　2298 今村啓爾　　 講談社 2015

342 カワキ 日唐律令法の基礎的研究　　　　　 川北靖之　　 国書刊行会 2015
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383.8 イシケ 日本の食文化史　旧石器時代から現代まで　　　　 石毛直道　　 岩波書店 2015

383.8 ナカム 年中行事としきたり　ユネスコ無形文化遺産に登録された和食   　和食文化ブックレット　2 中村羊一郎　和食文化国民会議　 思文閣出版 2016

385.4 クトウ 歌垣の世界　歌垣文化圏の中の日本　　　　 工藤隆　　 勉誠出版 2015

386.1 オオイ 祭りの年輪　　　　未発選書　25 大石泰夫　　 ひつじ書房 2016

388.1 マルヤ 大和の歴史と伝説を訪ねて　　　　　 丸山顕徳　　 三弥井書店 2016

470 マキノ 牧野富太郎　なぜ花は匂うか　　　                            STANDARD　BOOKS　 牧野富太郎　　 平凡社 2016

521.3 ウンノ 奈良時代建築の造営体制と維持管理　　　　　 海野聡　　 吉川弘文館 2015

682 タテノ 日本古代の交通・交流・情報　２　旅と交易　　　　2 舘野和己　出田和久　 吉川弘文館 2016

683 ススキ 日本古代の運河と水上交通　　　　　 鈴木靖民　川尻秋生　鐘江宏之 八木書店 2015

702 マツキ 美の考古学　古代人は何に魅せられてきたか　　                      新潮選書　 松木武彦　　 新潮社 2016

702 ミヤシ しぐさで読む美術史　　　                                                      ちくま文庫　 宮下規久朗　　 筑摩書房 2015

702.098 ナカノ 続々日本仏教美術史研究　　　　　 中野玄三　　 思文閣出版 2008

702.35 イシケ 日仏文学・美術の交流　「トロンコワ・コレクション」とその周辺
大手前大学比較文化研究叢書　10

石毛弓　柏木隆雄　小林宣之 思文閣出版 2014

703.8 トウキ 明治期府県博覧会出品目録　明治四年～九年　　　　　 東京文化財研究所美術部　　 東京文化財研究所 2004

705 トウキ 日本美術年鑑　平成26年版　　　　　 東京文化財研究所企画情報部　　 東京文化財研究所 2016

708 シマタ もっと知りたい　書聖王義之の世界　　　　アート・ビギナーズ・コレクション　 島谷弘幸　　 東京美術 2013

708 ニホン 激動期の美術　幕末から明治時代前期　　　日本美術全集　16 山下祐二　古田亮　塩谷純 小学館 2013

724 アライ 日本画と材料　近代に創られた伝統　　　　 荒井経　　 武蔵野美術大学出版局2015
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749 キミヤ 日本古印刷文化史　新装版　　　　　 木宮泰彦　　 吉川弘文館 2016

750 オカモ 大和のたからもの　　　　奈良を愉しむ　 岡本彰夫　桂修平　 淡交社 2016

768 ニホン 陽明文庫蔵　舞絵〔舞楽散楽図〕　法隆寺旧蔵　揩鼓  　 日本音楽資料叢刊　1 上野学園大学　日本音楽史研究所　福島和夫　藤原重雄思文閣出版 2016

768 ヨウメ 古楽古歌謡集　　　　陽明叢書国書篇　8 陽明文庫　土橋寛　岸辺成雄 思文閣出版 1978

910.23 サトウ 東海の「道」から見た上代文学　東海・東山道を基軸に　     中京大学文化科学叢書17 佐藤隆　井上さやか　 中京大学文化科学研究所 2016

910.26 ウサミ 日仏交感の近代　文学・美術・音楽　　　　 宇佐美斉　　 京都大学学術出版会 2006

911.103 ワカフ 和歌文学大辞典　　　　　 『和歌文学大辞典』編集委員会　島津忠夫　井上宗雄 古典ライブラリー 2014

911.3 シハタ 俳句のジャポニスム　クーシューと日仏文化交流　　              角川叢書　46 柴田依子　　 角川学芸出版 2010

913.2 タタケ 古事記・日本書記のすべてがわかる本　史上最強カラー図解　 多田元　　 ナツメ社 2011

913.21 ナオキ 白鳥になった皇子　古事記　　　　読みなおす日本史　 直木孝次郎　　 吉川弘文館 2016

950 ヨシカ 詩のジャポニスム　ジュディット・ゴーチエの自然と人間　   プリミエ・コレクション　21 吉川順子　　 京都大学学術出版会 2012

M イヌカ 万葉人の声　うたうＣＤ付　　　　　 犬飼隆　和田明美　 青簡舎 2015

M コウノ 万葉集をどう読むか　歌の「発見」と漢字世界　　　　 神野志隆光　　 東京大学出版会 2013

M08 クロタ 万葉歌の構文と解釈　　　　                                              万葉叢書　12 黒田徹　　 万葉書房 2015

M2 カワカ 万葉歌人の伝記と文芸　　　　　 川上富吉　　 新典社 2015

M221 フルハ 柿本人麿　神とあらはれし事もたびたびの事也　　　     ミネルヴァ日本評伝選　古橋信孝　　 ミネルヴァ書房 2015

M6 キノシ 万葉集　植物さんぽ図鑑　日本人なら知っておきたい！　　　　 木下武司　亀田龍吉　 世界文化社 2016
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