
分類番号 著者記号   書籍名　   著者名　   出版社   出版年

210.3 サトウ 史料・史跡と古代社会　　　　　 佐藤信　　 吉川弘文館 2018

216.5 イスミ キトラ・高松塚古墳の星宿図　　　　                    　　   ものが語る歴史　37 泉武　　 同成社 2018

288.3 クラモ 藤原氏　権力中枢の一族　　　中公新書　2464 倉本一宏　　 中央公論新社 2018

727 フシノ よみがえる天平文様　　　　　 藤野千代　　 光村推古書院 2012

210.09 ハシモ 日本古代の儀礼と典籍　　　　　 橋本義彦　　 青史出版 1999

449 ナカマ 世界の暦文化事典　　　　　 中牧弘允　　 丸善出版 2017

164.1 オイカ 日本神話はいかに描かれてきたか　近代国家が求めたイメージ　　　新潮選書　及川智早　　 新潮社 2017

910.268 タニサ 保田与重郎　吾ガ民族ノ永遠ヲ信ズル故ニ　　　       ミネルヴァ日本評伝選　 谷崎昭男　　 ミネルヴァ書房 2017

521.82 オサワ 古代宮都と関連遺跡の研究　　　　　 小澤毅　　 吉川弘文館 2018

164.1 マツマ 神々の系譜　日本神話の謎　　　読みなおす日本史　 松前健　　 吉川弘文館 2016

721 フルタ 日本画とは何だったのか　近代日本画史論　　　               角川選書　596 古田亮　　 角川書店 2018

210 クロタ 増補　絵画史料で歴史を読む　　　　                              ちくま学芸文庫　 黒田日出男　　 筑摩書房 2007

210.273 サトウ 古代史講義　邪馬台国から平安時代まで　　                  　ちくま新書　1300 佐藤信　　 筑摩書房 2018

721.025 フチユ かわいい江戸絵画　　　　　 府中市美術館（金子信久/音ゆみ子）　　 求龍堂 2013

384.5 トウキ 日本伝承遊び事典　　　　　 東京おもちゃ美術館　　 黎明書房 2018

210.18 トウホ 渤海と日本　　　　                                                古代環東海交流史　2 東北亜歴史財団　羅幸柱　橋本繁 明石書店 2015

757 ウンノ 日本の装飾と文様　　　　　 海野弘　　 パイインターナショナル2018



分類番号 著者記号   書籍名　   著者名　   出版社   出版年

164 マツム カラー版　神のかたち図鑑　　　　　 松村一男　平藤喜久子　 白水社 2016

210.025 ナラフ デジタル技術で魅せる文化財　奈文研とICT　　　　 奈良文化財研究所　　 クバプロ 2018

210.025 ナラフ 飛鳥・藤原京を読み解く　古代国家誕生の軌跡　　　　 奈良文化財研究所　　 クバプロ 2017

210.025 ナラフ 発掘遺構から読み解く古代建築　　　　　 奈良文化財研究所　　 クバプロ 2016

210.025 ナラフ
郡庁域の空間構成　　第20回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第19冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2017

210.025 ナラフ
官衙・集落と土器１　宮都・官衙と土器　第18回　古代官衙・集落研究会報告
書　　奈良文化財研究所研究報告　第15冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2015

210.025 ナラフ
官衙・集落と土器２　宮都・官衙・集落と土器　第19回　古代官衙・集落研究会
報　告書　　奈良文化財研究所研究報告　第18冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2016

210.025 ナラフ
長舎と官衙の建物配置　資料編　　第17回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第14冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2014

210.025 ナラフ
長舎と官衙の建物配置　報告編　　第17回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第14冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2014

210.025 ナラフ
塩の生産・流通と官衙・集落　　第16回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第12冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2013

210.025 ナラフ
四面廂建物を考える　資料編　　第15回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第９冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2012

210.025 ナラフ
四面廂建物を考える　報告編　　第15回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第９冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2012

210.025 ナラフ
官衙・集落と鉄　　第14回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第６冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2011

210.025 ナラフ
官衙と門　資料編　　第13回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第４冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2010

210.025 ナラフ
官衙と門　報告編　　第13回　古代官衙・集落研究会報告書
奈良文化財研究所研究報告　第４冊

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2010

210.025 ナラフ
日中韓　古代都城文化の潮流　奈文研60年　都城の発掘と国際共同研究
奈良文化財研究所　創立60周記念　日中韓国際講演会

奈良文化財研究所　　 クバプロ 2013

709.1 カンコ 元興寺文化財研究所　創立40周年記念論文集　　　　　 元興寺文化財研究所　元興寺文化財研究所民俗文化財保存会　クバプロ 2007



分類番号 著者記号   書籍名　   著者名　   出版社   出版年

913.21 オキモ 新校　古事記　　　　　 沖森卓也　佐藤信　矢嶋泉 おうふう 2015

913.23 イイイ 播磨国風土記神話の研究　神と人の文学　　　　 飯泉健司　　 おうふう 2017

210.35 サカエ 正倉院文書の歴史学・国語学的研究　解移牒案を読み解く　 日本史研究叢刊　30栄原永遠男　　 和泉書院 2016

Ｍ オオイ 近世初期『万葉集』の研究　北村季吟と藤原惺窩の受容と継承　研究叢書　485 大石真由香　　 和泉書院 2017

M241 マツタ 家持歌日記の研究　　　　　 松田聡　　 塙書房 2017

682 イチヒ 日本古代都鄙間交通の研究　　　　　 市大樹　　 塙書房 2017

919.3 トサト 静嘉堂文庫蔵『懐風藻箋註』本文と研究　　　　　 土佐朋子　　 汲古書院 2018

810.8 ツキシ 訓点本論考拾遺　　　　築島裕著作集　1 築島裕　　 汲古書院 2014

171.2 ナカム 『倭姫命世記』研究　付訓と読解　　                        　新典社研究叢書　232 中村幸弘　　 新典社 2012

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　26 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2012

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　27 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2012

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　28 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2013

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　29 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2014

183 タイト 和漢撰述部　目録・事彙部　一　　　　国訳一切経　183 蓮澤成淳　佐々木孝憲　 大東出版社 1992

183 タイト 和漢撰述部　目録・事彙部　二　　　　国訳一切経　184 蓮澤成淳　佐々木孝憲　 大東出版社 1991

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　一　　  　国訳一切経　211 中里貞隆　　 大東出版社 2000

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　二　　　　国訳一切経　212 辻森要修　浅井円道　 大東出版社 1998



分類番号 著者記号   書籍名　   著者名　   出版社   出版年

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　三　　　　国訳一切経　213 横超慧日　　 大東出版社 1992

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　四　　　　国訳一切経　214 布施浩岳　遠藤充久　 大東出版社 1993

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　五　　　　国訳一切経　215 横超慧日　布施浩岳　遠藤充久 大東出版社 1991

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　六　　　　国訳一切経　216 坂本幸男　　 大東出版社 1991

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　七　　　　国訳一切経　217 坂本幸男　　 大東出版社 1990

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　八　　　　国訳一切経　218 坂本幸男　　 大東出版社 1992

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　九　　　　国訳一切経　219 坂本幸男　　 大東出版社 1992

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十　　　　国訳一切経　220 鍵主良敬　　 大東出版社 1984

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十一　　　　国訳一切経　221 桜部文鏡　桜部建　二宮守人 大東出版社 2003

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十二　　　　国訳一切経　222 横超慧日　荻須純道　石川良昱 大東出版社 1990

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十三　　　　国訳一切経　223 横超慧日　　 大東出版社 1985

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十四　　　　国訳一切経　224 神林隆浄　　 大東出版社 1999

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十五　　　　国訳一切経　225 那須政隆　　 大東出版社 1993

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十六　　　　国訳一切経　226 花山信勝　　 大東出版社 1992

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十七　　　　国訳一切経　227 勝又俊教　清水谷恭順　 大東出版社 1991

183 タイト 和漢撰述部　経疏部　十八　　　　国訳一切経　228 清水谷恭順　　 大東出版社 1993

210.3 サカモ 続日本古代史論集　上　　　　　1 坂本太郎博士古稀記念会　　 吉川弘文館 1972



分類番号 著者記号   書籍名　   著者名　   出版社   出版年

210.3 サカモ 続日本古代史論集　中　　　　　2 坂本太郎博士古稀記念会　　 吉川弘文館 1972

210.3 サカモ 続日本古代史論集　下　　　　　3 坂本太郎博士古稀記念会　　 吉川弘文館 1972

081 シンテ 類聚名義抄　一　仏　観智院本　　                    新天理図書館善本叢書　9 天理大学附属天理図書館　　 八木書店 2018

913.2 エノモ 古代神話の文献学　神代を中心とした記紀の成りたち及び相関を読む　　　　 榎本福寿　　 塙書房 2018

913.31 ワタナ かぐや姫と浦島　物語文学の誕生と神仙ワールド　　             　塙選書　123 渡辺秀夫　　 塙書房 2018

756 ナカニ 日本甲冑史[上巻]　弥生時代から室町時代　　　　 中西立太　小泉聰　 大日本絵画 2008

705 トウキ 日本美術年鑑　平成28年版　　　　　 東京文化財研究所文化財情報資料部　　東京文化財研究所 2018

M232 イムラ 憶良・虫麻呂の文学と方法　　　　　 井村哲夫　　 笠間書院 2018

M5 タムラ 万葉二千三百碑　　　　　 田村泰秀　富田敏子　 万葉の大和路を歩く会 2018

M9 ウエノ 万叶和歌　母体研究　　　　　 上野誠　郭惠珍　 東北師範大学出版社 2017

210.088 ナカト 中臣祐範記　第一　第六十次式年造替記念　　　　 中臣祐範記研究会　春日大社　 春日大社 2015

210.088 ナカト 中臣祐範記　第二　第六十次式年造替記念　　　　 中臣祐範記研究会　春日大社　 春日大社 2016

210.088 ナカト 中臣祐範記　第三　第六十次式年造替記念　　　　 中臣祐範記研究会　春日大社　 春日大社 2017

220 ナカニ
東アジアの知　文化研究の軌跡と展望
東アジア比較文化国際会議日本支部創立二十周年記念論集

中西進　　 新典社 2017

385.4 オカヘ アジア「歌垣」論　附　中国雲南省白族の歌掛け資料　　　　 岡部隆志　　 三弥井書店 2018

M04 マンヨ 万葉語文研究　特別集　井出至博士追悼　　　 万葉語学文学研究会　　 和泉書院 2018

910.6 コクフ 天皇陵と近代　地域の中の大友皇子伝説　　　ブックレット〈書物をひらく〉　11 宮間純一　　 平凡社 2018



分類番号 著者記号   書籍名　   著者名　   出版社   出版年

910.6 コクフ 熊野と神楽　聖地の根源的力を求めて　　    　ブックレット〈書物をひらく〉　12 鈴木正祟　　 平凡社 2018

910.6 コクフ 神代文字の思想　ホツマ文献を読み解く　　　  ブックレット〈書物をひらく〉　13 吉田唯　　 平凡社 2018

M235 オオク 高橋虫麻呂の万葉世界　異郷と伝承の受容と創造　　　　 大久保廣行　　 笠間書院 2018

175 イナタ 鳥居　　　　                                                            光文社新書　067 稲田智宏　　 光文社 2002

652 ヤスタ 森と文明の物語　環境考古学は語る　　　                       ちくま新書　034 安田喜憲　　 筑摩書房 1995

M72 ササキ 新訂　新訓万葉集　上巻　　　　                                    岩波文庫　 佐佐木信綱　　 岩波書店 1954

M72 ササキ 新訂　新訓万葉集　下巻　　　　                                     岩波文庫　 佐佐木信綱　　 岩波書店 1955

210.3 ナカニ 南方神話と古代の日本　　　　                                       角川選書　257 中西進　　 角川書店 1995

913.6 ナカイ 美貌の女帝　　　　                                                      文春文庫　 永井路子　　 文藝春秋 1988

748 イリエ 回想の大和路　入江泰吉写真集　　　　 入江泰吉　　 集英社 1994

210.34 タマキ 壬申に翔ぶ　　　　　 玉城妙子　　 1981

913.6 イノウ 孔子　　　　　 井上靖　　 新潮社 1989

913.6 ナカイ 茜さす　上　　　　　 永井路子　　 読売新聞社 1988

913.6 ナカイ 茜さす　下　　　　　 永井路子　　 読売新聞社 1988


