
分類番号 著者記号 　書　籍　名　  著者名　 出版社   出版年

773 ツツイ 大和の能面　　　　　 筒井曜子　菅居正史　日竎貞夫 保育社 1996

291 オカモ 出雲を原郷とする人たち　　　　　 岡本雅享　　 藤原書店 2016

210.029 ユヤマ 古文書の研究　料紙論・筆跡論　　　　 湯山賢一　　 青史出版 2017

708 ニホン 密教寺院から平等院へ　平安時代Ⅰ　　　     日本美術全集　4 伊東史朗　佐々木守俊　武笠朗 小学館 2014

708 ニホン 日本美術の現在・未来　一九九六～現在　　　日本美術全集　20 山下裕二　椹木野衣　杉本博司 小学館 2016

213 タカシ 古代東国地域史と出土文字資料　　　　　 高島英之　　 東京堂出版 2006

383.1 カトウ 古代中央アジアにおける服飾史の研究　パジリク文化とノイン・ウラ古墳の古代服飾加藤定子　　 東京堂出版 2002

210.025 モリシ 古墳の古代史　東アジアのなかの日本　　　ちくま新書　1207 森下章司　　 筑摩書房 2016

910.2 ススキ 鳥獣虫魚の文学史　虫の巻　　　               日本古典の自然観　3 鈴木健一　　 三弥井書店 2012

911.1 ツタタ 古代和歌表現の機構と展開　　　　            新典社研究叢書　287 津田大樹　　 新典社 2016

913.21 フシサ 古事記構造論　大和王権の〈歴史〉　　　     新典社研究叢書　283 藤澤友祥　　 新典社 2016

175.8 ハラマ 神に仕える皇女たち　斎王への誘い　　　    新典社選書　75 原槇子　　 新典社 2015

913.2 カンタ 記紀風土記論考　　　　新典社研究叢書　273 神田典城　　 新典社 2015

911.102 ナカム 和歌構文論考　　　　新典社研究叢書　259 中村幸弘　　 新典社 2014

810.12 オサキ 国語学史の探求　　　　新典社研究叢書　231 尾崎知光　　 新典社 2012

222 オカム 鏡が語る古代史　　　　岩波新書　1664 岡村秀典　　 岩波書店 2017

210.025 イセキ 最後の前方後円墳・龍角寺浅間山古墳　　　　 遺跡を学ぶ　109 白井久美子　　 新泉社 2016

210.025 イセキ 諏訪湖底の狩人たち・曽根遺跡　　　　           遺跡を学ぶ　110 三上徹也　　 新泉社 2016

210.025 イセキ 平城京を飾った瓦・奈良山瓦窯群　　　　         遺跡を学ぶ　112 石井清司　　 新泉社 2016



分類番号 著者記号 　書　籍　名　  著者名　 出版社   出版年

210.025 イセキ 邪馬台国時代のクニの都・吉野ヶ里遺跡　　　　遺跡を学ぶ　115 七田忠昭　　 新泉社 2017

210.025 イセキ よみがえる金堂壁画・上淀廃寺　　　　           遺跡を学ぶ　116 中原斉　　 新泉社 2017

210.025 イセキ 船形埴輪と古代の喪葬・宝塚一号墳　　　　     遺跡を学ぶ　117 穂積裕昌　　 新泉社 2017

210.8 モリコ 渡来文化と生産　　　　                               森浩一著作集　3 森浩一　　 新泉社 2016

210.8 モリコ 倭人伝と考古学　　　　                               森浩一著作集　4 森浩一　　 新泉社 2016

210.8 モリコ 天皇陵への疑惑　　　　                              森浩一著作集　5 森浩一　　 新泉社 2016

910.2 コミフ 文学で読む日本の歴史　古典文学篇　　　　　 五味文彦　　 山川出版社 2015

288.46 トイケ 検証　天皇陵　　　　　 外池昇　　 山川出版社 2016

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK１７　                        万葉集　　　17 Alexander Vovin　　 Global Oriental 2015

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK１８　                       万葉集　　　18 Alexander Vovin　　 Global Oriental 2016

M221 タタカ 柿本人麻呂　　　　                                人物叢書　288 多田一臣　　 吉川弘文館 2017

210.35 ソカワ 天皇側近たちの奈良時代　　　　              歴史文化ライブラリー　447 十川陽一　　 吉川弘文館 2017

288.2 ススキ 日本古代の氏族と系譜伝承　　　　　 鈴木正信　　 吉川弘文館 2017

521.818 ウンノ 古建築を復元する　過去と現在の架け橋　　 歴史文化ライブラリー　444 海野聡　　 吉川弘文館 2017

768 トヨナ 天皇の音楽史　古代・中世の帝王学　　　    歴史文化ライブラリー　442 豊永聡美　　 吉川弘文館 2017

210.33 アイハ 古代飛鳥の都市構造　　　　　 相原嘉之　　 吉川弘文館 2017

213 カワシ 坂東の成立　飛鳥・奈良時代　　　古代の東国　2 川尻秋生　　 吉川弘文館 2017

288.3 トオヤ 蘇我氏と飛鳥　　　　人をあるく　 遠山美都男　　 吉川弘文館 2017

210.2 モノト モノと技術の古代史　金属編　　　　　 村上恭通　　 吉川弘文館 2017



分類番号 著者記号 　書　籍　名　  著者名　 出版社   出版年

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十八巻　自宝亀九年正月至天応元年十二月・是歳　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2013

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十九巻　自延暦元年正月至延暦四年十二月・是歳　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2013

210.088 コウカ 続日本紀史料　第二十巻　自延暦五年正月至延暦十年十二月・是歳　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2014

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　一　　　　     国訳一切経　185 林屋友次郎　岡部和雄　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　二　　　　     国訳一切経　186 佐藤密雄　伊藤真徹　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　三　　　　     国訳一切経　187 佐藤密雄　伊藤真徹　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　四　　　　     国訳一切経　188 小野玄妙　佐々木孝憲　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　五　　　　     国訳一切経　189 竜池清　佐々木孝憲　佐藤密雄 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　六　　　　     国訳一切経　190 蓮澤成淳　佐々木孝憲　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　七　　　　     国訳一切経　191 常盤大定　古田和弘　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　八　　　　     国訳一切経　192 常盤大定　木村宣彰　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　九　　　　     国訳一切経　193 常盤大定　木村宣彰　 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十　　　　     国訳一切経　194 布施浩岳　木村宣彰　野村耀昌 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十一　　　　   国訳一切経　195 高田修　　 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十二　　　　   国訳一切経　196 塚本善隆　牧田諦亮　 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十三　　　　   国訳一切経　197 塚本善隆　牧田諦亮　名畑応順 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十四　　　　   国訳一切経　198 佐橋法龍　増永霊鳳　 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十五　　　　   国訳一切経　199 増永霊鳳　佐橋法龍　 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十六　上　　　国訳一切経　200 野村耀昌　　 大東出版社 1983



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　史伝部　十六　下　　　国訳一切経　201 小野玄妙　宮林昭彦　野村耀昌 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十七　　　　    国訳一切経　202 高橋太華　岩間湛良　梶芳光運 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十八　　　　    国訳一切経　203 塚本善隆　小野勝年　壬生台舜 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　十九　　　　    国訳一切経　204 山本禅登　　 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　二十　　　　    国訳一切経　205 山本禅登　野上俊静　 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　二十一　　　 　国訳一切経　206 西義雄　藤本智董　古田紹欽 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　二十二　　　　 国訳一切経　207 西義雄　藤本智董　古田紹欽 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　二十三　　　　 国訳一切経　208 西義雄　藤本智董　古田紹欽 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　二十四　　　   国訳一切経　209 高瀬承厳　藤本智董　前田聴瑞 大東出版社 1980

183 タイト 和漢撰述部　史伝部　二十五　　　　 国訳一切経　210 久保田量遠　牧田諦亮　堀一郎 大東出版社 1980

912.3 オオワ 謡曲評釈　１　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1907

912.3 オオワ 謡曲評釈　２　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1907

912.3 オオワ 謡曲評釈　３　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1907

912.3 オオワ 謡曲評釈　４　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1907

912.3 オオワ 謡曲評釈　５　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1908

912.3 オオワ 謡曲評釈　６　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1908

912.3 オオワ 謡曲評釈　７　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1908

912.3 オオワ 謡曲評釈　８　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1908

912.3 オオワ 謡曲評釈　９　　　　　 大和田建樹　　 博文館 1908



分類番号 著者記号 　書　籍　名　  著者名　 出版社   出版年

912.3 ハカヤ 校注　謡曲叢書　第一巻　　　　　 芳賀矢一　 佐佐木信綱 　 博文館 1914

912.3 ハカヤ 校注　謡曲叢書　第二巻　　　　　 芳賀矢一　 佐佐木信綱 　 博文館 1914

912.3 ハカヤ 校注　謡曲叢書　第三巻　　　　　 芳賀矢一　 佐佐木信綱 　 博文館 1915

912.3 サナリ 謡曲大観　首巻　　　　　 佐成謙太郎　　 明治書院 1954

912.3 サナリ 謡曲大観　第一巻　　　　　 佐成謙太郎　　 明治書院 1953

912.3 サナリ 謡曲大観　第二巻　　　　　 佐成謙太郎　　 明治書院 1954

912.3 サナリ 謡曲大観　第三巻　　　　　 佐成謙太郎　　 明治書院 1954

912.3 サナリ 謡曲大観　第四巻　　　　　 佐成謙太郎　　 明治書院 1954

912.3 サナリ 謡曲大観　第五巻　　　　　 佐成謙太郎　　 明治書院 1954

912.3 サナリ 謡曲大観　別巻　　　　　 佐成謙太郎　　 明治書院 1954

921.4 ケンカ 全上古三代秦漢三国六朝文　１　　　　　 厳可均　　 中華書局 1958

921.4 ケンカ 全上古三代秦漢三国六朝文　２　　　　　 厳可均　　 中華書局 1958

921.4 ケンカ 全上古三代秦漢三国六朝文　３　　　　　 厳可均　　 中華書局 1958

921.4 ケンカ 全上古三代秦漢三国六朝文　４　　　　　 厳可均　　 中華書局 1958

081 シンテ 和名類聚抄　高山寺本　　　　           新天理図書館善本叢書　7 天理大学附属天理図書館　　 八木書店 2017

081 シンテ 三宝類字集　高山寺本　　　　            新天理図書館善本叢書　8 天理大学附属天理図書館　　 八木書店 2016

702.1 コツカ 国華　第千四百三十一号　　　　 国華編集委員会　小林忠　 国華社 2015

702.1 コツカ 国華　第千四百三十六号　　　　 国華編集委員会　小林忠　 国華社 2015

210.04 コシタ 日本史論　黒潮と大和の地平から　　　奈良女子大学叢書　2 小路田泰直　　 敬文社 2017



分類番号 著者記号 　書　籍　名　  著者名　 出版社   出版年

911.11 コマキ 古事記歌謡の形態と機能　　　　　 駒木敏　　 おうふう 2017

M04 マンヨ 万葉語文研究　第１２集　　　　 万葉語学文学研究会　　 和泉書院 2017

913.22 マツタ 『日本書紀』編纂の研究　　　　　 松田信彦　　 おうふう 2017

910.6 コクフ 和歌のアルバム　藤原俊成　詠む・編む・変える　 ブックレット〈書物をひらく〉　4小山順子　　 平凡社 2017

910.6 コクフ 異界へいざなう女　絵巻・奈良絵本をひもとく　　　 ブックレット〈書物をひらく〉　5恋田知子　　 平凡社 2017

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

216.5 ナフン 特別史跡　高松塚古墳発掘調査報告　高松塚古墳石室解体事業にともなう発掘調査　　　国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策事業報告書　1-1国立文化財機構奈良文化財研究所　文化庁　文化庁 2017

216.5 ナフン 特別史跡　高松塚古墳発掘調査報告　付図　国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策事業報告書1-2国立文化財機構奈良文化財研究所　文化庁　文化庁 2017


