
分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

Ｍ211 ウエノ 額田王と吉野　古に恋ふる鳥 上野誠 書肆アルス 2012

910.6 コクフ 海を渡った日本書籍　ヨーロッパへ、そして幕末・明治のロンドンで　ブックレット〈書物を
ひらく〉14

ピーター・コーニツキ― 平凡社 2018

910.6 コクフ
伊勢物語　流転と変転　鉄心斎文庫本が語るもの　　　ブックレット〈書物をひら
く〉　15

山本登朗 平凡社 2018

721.9 フクタ 画家の旅　日本画家中庭煖華の日記にみる旅と日常　広島女学院大学総合研究所叢書第7
号

福田道宏 大学教育出版 2018

289 タケサ 丸山瓦全　とちぎの知の巨人 竹澤謙 随想舎 2018

386.22 イシイ 神楽旅　広島神楽　日本を舞う 石井誠治　寺本泰輔　新谷尚紀
広島神楽芸術
研究所

2018

913.2 イノウ マンガ　はじめて読む　古事記と日本書紀 井上さやか　瀧玲子 ナツメ社 2018

Ｍ ウエノ 万葉集から古代を読みとく　　　　ちくま新書　1254 上野誠 筑摩書房 2017

210.02 トウノ 史料学遍歴 東野治之 雄山閣 2017

210.3 キタヤ 日本古代君主制成立史の研究 北康宏 塙書房 2017

721.8 アヘミ 歌川広重の声を聴く　風景への眼差しと願い　　　プリミエ・コレクション　85 阿部美香
京都大学学術
出版会

2018

721.9 オオヤ 評伝田中一村 大矢鞆音 生活の友社 2018

721.9 アンノ いずれの日にか国に帰らん 安野光雅 山川出版社 2018

709 ソノタ 紙と本の保存科学　第2版 園田直子 岩田書院 2010

202.5 ヒサス 考古学のための法律 久末弥生 日本評論社 2017

188.3 トウタ 歴史のなかの東大寺　　　　東大寺の新研究　2 栄原永遠男　佐藤信　吉川真司 法蔵館 2017

188.3 トウタ 東大寺の思想と文化　　　　東大寺の新研究　3 栄原永遠男　佐藤信　吉川真司 法蔵館 2018



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

913.6 コント 死者の書（上） 近藤ようこ　折口信夫 KADOKAWA 2015

913.6 コント 死者の書（下） 近藤ようこ　折口信夫 KADOKAWA 2016

210.32 セイケ 埋葬からみた古墳時代　女性・親族・王権　　　歴史文化ライブラリー　465 清家章 吉川弘文館 2018

210.026 ハハハ 日本古代木簡論 馬場基 吉川弘文館 2018

210.3 キンタ 古代国家の土地計画　条里プランを読み解く 金田章裕 吉川弘文館 2018

210.32 ハンヤ 蘇我氏の古代学　飛鳥の渡来人 坂靖 新泉社 2018

210.025 イセキ 奇偉荘厳の白鳳寺院　山田寺　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　85 箱崎和久 新泉社 2012

210.025 イセキ 紀国造家の実像をさぐる　岩橋千塚古墳群　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　126 丹野拓　米田文孝 新泉社 2018

921.4 カワイ 文選　詩篇（一）　　　　岩波文庫 川合康三　富永一登　釜谷武志 岩波書店 2018

921.4 カワイ 文選　詩篇（二）　　　　岩波文庫 川合康三　富永一登　釜谷武志 岩波書店 2018

921.4 カワイ 文選　詩篇（三）　　　　岩波文庫 川合康三　富永一登　釜谷武志 岩波書店 2018

188.3 モリモ 東大寺のなりたち　　　　岩波新書　1726 森本公誠 岩波書店 2018

183 タイト
和漢撰述部　律疏部　一　四分律刪繁補闕行事鈔〔上〕　　　　国訳一切経
181

西本龍山 大東出版社 1992

810.8 ツキシ 古訓点と訓法　　　　築島裕著作集　2 築島裕 汲古書院 2015

810.8 ツキシ 古辞書と音義　　　　築島裕著作集　3 築島裕 汲古書院 2016

Ｍ501 トウシ 万葉集防人歌群の構造　　　　研究叢書　478 東城敏毅 和泉書院 2016

210.3 ヒノア 日本古代の氏族と宗教　日野昭論文集Ⅱ　　　和泉選書　187 日野昭 和泉書院 2017



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

913.2 イワタ 古代における表現の方法　　　　日本女子大学叢書　19 岩田芳子 塙書房 2017

210.3 ナオキ 日本古代史と応神天皇 直木孝次郎 塙書房 2015

811 イヌイ 日本語書記用文体の成立基盤　表記体から文体へ 乾善彦 塙書房 2017

188.2 ホウリ 法隆寺史　上　古代・中世
法隆寺　鈴木嘉吉　法隆寺史編纂委員
会

思文閣出版 2018

210.3 サカエ 日本古代国家の農民規範と地域社会 坂江渉 思文閣出版 2016

164.1 サイト 神話・伝承学への招待 斎藤英喜 思文閣出版 2015

210.1 マツオ 思い込みの日本史に挑む 松尾光 笠間書院 2015

721.2 ツシエ 海を渡った日本絵巻の至宝　研究編 辻英子 笠間書院 2017

721.2 ツシエ 海を渡った日本絵巻の至宝　影印編 辻英子 笠間書院 2017

M04 タカオ 万葉集と富山　　　　高岡市万葉歴史館論集　16 高岡市万葉歴史館 笠間書院 2016

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　一　倶舎論記〔１〕　　　　国訳一切経　229 西義雄 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　二　倶舎論記〔２〕　　　　国訳一切経　230 西義雄 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　三　倶舎論記〔３〕　　　　国訳一切経　231 西義雄 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　四　倶舎論記〔４〕　　　　国訳一切経　232 西義雄 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　五　倶舎論記〔５〕　　　　国訳一切経　233 西義雄 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　六　中観論疏〔上〕　　　　国訳一切経　234 宮本正尊　梶芳光運　泰本融 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　七　中観論疏〔下〕/十二門論疏　　　　国訳一切経　235 宮本正尊　梶芳光運　泰本融 大東出版社 1981



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　論疏部　八　百論疏　　　　国訳一切経　236 椎尾辨匡 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　九　瑜伽論記〔１〕　　　　国訳一切経　237 加藤精神 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十　瑜伽論記〔２〕　　　　国訳一切経　238 勝又俊教 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十一　瑜伽論記〔３〕　　　　国訳一切経　239 勝又俊教 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十二　瑜伽論記〔４〕　　　　国訳一切経　240 勝又俊教 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十三　成唯識論述記〔１〕　　　　国訳一切経　241 佐伯定胤 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十四　成唯識論述記〔２〕　　　　国訳一切経　242 佐伯定胤 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十五　成唯識論述記〔３〕　　　　国訳一切経　243 富貴原章信 大東出版社 1981

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十六　成唯識論述記〔４〕　　　　国訳一切経　244 富貴原章信 大東出版社 1981

183 タイト
和漢撰述部　論疏部　十七　唯識二十論述記/成唯識論掌中枢要　　　　国訳
一切経　245

富貴原章信　結城令聞 大東出版社 1982

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十八　上　成唯識論演秘〔上〕　　　　国訳一切経　246 中村瑞隆 大東出版社 1983

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十八　下　成唯識論演秘〔下〕　　　　国訳一切経　247 中村瑞隆 大東出版社 1988

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　十九　成唯識論了義燈〔上〕　　　　国訳一切経　248 西尾京雄　富貴原章信 大東出版社 1982

183 タイト
和漢撰述部　論疏部　二十　成唯識論了義燈〔下〕/異部宗輪論述記　　　　国
訳一切経　249

富貴原章信　深浦正文 大東出版社 1982

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　二十一　因明論疏明燈抄〔上〕　　　　国訳一切経　250 渡辺照宏 大東出版社 1982

183 タイト 和漢撰述部　論疏部　二十二　因明論疏明燈抄〔下〕　　　　国訳一切経　251 渡辺照宏　宮坂宥勝 大東出版社 1982

183 タイト
和漢撰述部　論疏部　二十三　因明入正理論疏/金七十論疏/勝宗十句義論
国訳一切経　252

中村元　金倉円照 大東出版社 1982



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

210.8 アミノ 中世荘園の様相　　　　網野善彦著作集　1 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008

210.8 アミノ 中世東寺と東寺領荘園　　　　網野善彦著作集　2 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2007

210.8 アミノ 荘園公領制の構造　　　　網野善彦著作集　3 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008

210.8 アミノ 荘園・公領の地域展開　　　　網野善彦著作集　4 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2009

210.8 アミノ 蒙古襲来　　　　網野善彦著作集　5 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008

210.8 アミノ 転換期としての鎌倉末・南北朝期　　　　網野善彦著作集　6 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2007

210.8 アミノ 中世の非農業民と天皇　　　　網野善彦著作集　7 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008

210.8 アミノ 中世の民衆像　　　　　　　　　　網野善彦著作集　8 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2009

210.8 アミノ 中世の生業と流通　　　　　　　網野善彦著作集　9 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008

210.8 アミノ 海民の社会　　　　　　　　　　　網野善彦著作集　10 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2007

210.8 アミノ 芸能・身分・女性　　　　　　　　網野善彦著作集　11 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008

210.8 アミノ 無縁・公界・楽　　　　　　　　　網野善彦著作集　12 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2007

210.8 アミノ 中世都市論　　　　　　　　　　 網野善彦著作集　13 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2007

210.8 アミノ 中世史料学の課題　　　　　　網野善彦著作集　14 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2009

210.8 アミノ 列島社会の多様性　　　　　　網野善彦著作集　15 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2007

210.8 アミノ 日本社会の歴史　　　　       網野善彦著作集　16 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008

210.8 アミノ 「日本」論　　　　                網野善彦著作集　17 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2008



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

210.8 アミノ 歴史としての戦後史学　　　　網野善彦著作集　18 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2009

210.8 アミノ 別巻　　　　                       網野善彦著作集 網野善彦　稲葉伸道　桜井英治 岩波書店 2009

183 タイト
和漢撰述部　律疏部　二　四分律刪繁補闕行事鈔〔下〕/菩薩戒経義疏/梵網
経菩     薩戒本疏　　　　国訳一切経　182

西本龍山　藤本智董　大野法道 大東出版社 2015

081 シンテ 類聚名義抄　観智院本　二　法　　　新天理図書館善本叢書　10 天理大学附属天理図書館 八木書店 2018

081 シンテ 類聚名義抄　観智院本　三　僧　　　新天理図書館善本叢書　11 天理大学附属天理図書館　大槻信 八木書店 2018


