
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

288.1 シノカ 日本古代の氏と系譜 篠川賢　　 雄山閣出版 2019

210.3 カトウ 日本古代の豪族と渡来人　文献史料から読み解く古代日本 加藤謙吉　　 雄山閣出版 2018

210.35 サキモ 藤原仲麻呂と道鏡　ゆらぐ奈良朝の政治体制　　　歴史文化ライブラリー　504 鷺森浩幸　　 吉川弘文館 2020

210.3 サトウ 社会・史料編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマで学ぶ日本古代史 佐藤信　新古代史の会　 吉川弘文館 2020

210.3 サトウ 政治・外交編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマで学ぶ日本古代史 佐藤信　新古代史の会　 吉川弘文館 2020

210.3 セキネ 六国史以前　日本書紀への道のり　　　　　　　　　　歴史文化ライブラリー　502 関根淳　　 吉川弘文館 2020

210.3 シノカ 古代国造制と地域社会の研究 篠川賢　　 吉川弘文館 2019

449 キノシ 古代の漏刻と時刻制度　東アジアと日本 木下正史　　 吉川弘文館 2020

210.3 ニホン 平安京の時代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本古代の歴史　4 佐々木恵介　　 吉川弘文館 2014

210.3 ニホン 摂関政治と地方社会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本古代の歴史　5 坂上康俊　　 吉川弘文館 2015

210.3 ニホン 列島の古代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本古代の歴史　6 佐藤信　　 吉川弘文館 2019

210.35 オカサ 聖武天皇が造った都　難波宮・恭仁宮・紫香楽宮　歴史文化ライブラリー　339 小笠原好彦　　 吉川弘文館 2012

185.9 スタツ 国分寺の誕生　古代日本の国家プロジェクト　　　　歴史文化ライブラリー　430 須田勉　　 吉川弘文館 2016

210.3 ムカイ よみがえる古代山城　国際戦争と防衛ライン　　　　歴史文化ライブラリー　440 向井一雄　　 吉川弘文館 2017

210.3 イシム よみがえる古代の港　古地形を復元する　　　　　　 歴史文化ライブラリー　455 石村智　　 吉川弘文館 2017

185 カシワ 古代地方寺院の造営と景観 梶原義実　　 吉川弘文館 2017

289 ナカム 橘諸兄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人物叢書　295 中村順昭　　 吉川弘文館 2019



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

672 ミヤカ 日本古代の交易と社会 宮川麻紀　　 吉川弘文館 2020

213 コタイ 古代の坂と堺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古代東国の考古学　4 市澤英利　荒井秀規　 高志書院 2017

213 コタイ 古代東国の国分寺瓦窯　　　　　　　　　　　　　　　　古代東国の考古学　5 須田勉　河野一也　 高志書院 2019

213 コタイ 飛鳥時代の東国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古代東国の考古学　6 井上尚明　田中広明　 高志書院 2020

182.1 クホト 日本の古代山寺 久保智康　　 高志書院 2016

212 クマカ 古代東北の地域像と城柵 熊谷公男　　 高志書院 2019

288.41 テラサ 聖武天皇　帝王としての自覚と苦悩　　　　　　　　　日本史リブレット人　7 寺崎保広　　 山川出版社 2020

188 ウエハ 古代寺院の生き残り戦略　資財帳が語る平安時代の広隆寺 上原真人　　 柳原出版 2020

188.59 モリシ 吉野と大峰　山岳修験の考古学 森下恵介　　 東方出版 2020

210.025 イセキ 日本古代国家建設の舞台　平城宮　　　　　　　　　 シリーズ「遺跡を学ぶ」　144 渡辺晃宏　　 新泉社 2020

210.09 ハチシ 有職装束大全 八條忠基　　 平凡社 2018

M ナカニ 万葉集の詩性　令和時代の心を読む　　　　　　　　角川新書　K-274 中西進　リービ英雄　川合康三 KADOKAWA 2019

M56 フタカ 一度は訪ねたい万葉のふるさと　近畿編　上 二川曉美　　 奈良新聞社 2020

M56 フタカ 一度は訪ねたい万葉のふるさと　近畿編　下 二川曉美　　 奈良新聞社 2020

913.2 イケタ
熊野から読み解く記紀神話　日本書紀一三〇〇年紀
                                                                    扶桑社新書　332 池田雅之　三石学　 扶桑社 2020

918.68 オリク 異郷論・祭祀論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精選　折口信夫　1 折口信夫　岡野弘彦　長谷川政春 慶應義塾大学出版会 2018

918.68 オリク 文学発生論・物語史論　　　　　　　　　　　　　　　　　精選　折口信夫　2 折口信夫　岡野弘彦　長谷川政春 慶應義塾大学出版会 2018



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

918.68 オリク 短歌史論・迢空短歌編　　　                             　精選　折口信夫　3 折口信夫　岡野弘彦　長谷川政春 慶應義塾大学出版会 2018

918.68 オリク 芸能史論　　　　                                               精選　折口信夫　4 折口信夫　岡野弘彦　長谷川政春 慶應義塾大学出版会 2019

918.68 オリク 随想ほか・迢空詩編　　　　                                 精選　折口信夫　5 折口信夫　岡野弘彦　長谷川政春 慶應義塾大学出版会 2019

918.68 オリク アルバム　　　　                                                精選　折口信夫　6
折口信夫　岡野弘彦
国学院大学折口博士記念古代研究所 慶應義塾大学出版会 2019

913.21 ウメハ 古事記　日本の原風景を求めて　　　とんぼの本 梅原猛　上田正昭　三浦佑之 新潮社 2017

928 シンシ 白氏文集　七　上　　　　                                    新釈漢文大系　103 岡村繁　　 明治書院 2008

928 シンシ 白氏文集　七　下　　　                                    　新釈漢文大系　118 岡村繁　　 明治書院 2011

188.3 サクレ
論集光明皇后　奈良時代の福祉と文化
                                                    ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集　9 米田雄介　杉本一樹　宮城洋一郎 法蔵館 2011

188.3 サクレ
論集古代東大寺の世界　『東大寺要録』を読み直す
                                                  　ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集　14 栄原永遠男　吉川真司　王勇 法蔵館 2017

728.22 カナリ すぐわかる中国の書　改訂版　古代～清時代の名筆 可成屋　　 東京美術 2018

728.1 ツシノ すぐわかる楽しい江戸の浮世絵　江戸の人はどう使ったか 辻惟雄　浅野秀剛　田辺昌子 東京美術 2008

M04 タカオ 万葉の生活　　　　                                           高岡市万葉歴史館論集　17 高岡市万葉歴史館　　 笠間書院 2017

M04 タカオ 大伴家持歌をよむⅠ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高岡市万葉歴史館論集　18 高岡市万葉歴史館　　 笠間書院 2018

M2 カナイ 古代抒情詩『万葉集』と令制下の歌人たち 金井清一　　 笠間書院 2019

210.3 マツオ 古代史の思い込みに挑む 松尾光　　 笠間書院 2018

384.31 ヤマク 古代国家の祈雨儀礼と災害認識 山口えり　　 塙書房 2020

210.36 ニシモ 空海と弘仁皇帝の時代 西本昌弘　　 塙書房 2020
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682 エノキ 律令交通の制度と実態　正税帳を中心に 榎英一　　 塙書房 2020

210.09 ニシモ 日本古代の儀礼と神祇・仏教 西本昌弘　　 塙書房 2020

386.8 サイト 神楽と祭文の中世　変容する信仰のかたち 斎藤英喜　井上隆弘　 思文閣出版 2016

380.1 ササハ 口頭伝承と文字文化　文字の民俗学　声の歴史学 笹原亮二　　 思文閣出版 2009

387 キムヒ 翁の生成　渡来文化と中世の神々 金賢旭　　 思文閣出版 2016

210.18 ウエタ 東アジアのなかの日本 上田正昭　　 思文閣出版 2009

289 クルシ 文人世界の光芒と古都奈良　　　　　　　　　　　大和の生き字引・水木要太郎 久留島浩　高木博志　高橋一樹 思文閣出版 2009

901.1 カワモ 比較詩学と文化の翻訳　　　　　　　　　　　　　　大手前大学比較文化研究叢書 川本皓嗣　上垣外憲一　 思文閣出版 2012

212 セキク 蝦夷と古代国家　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古代史研究選書 関口明　　 吉川弘文館 1992

810.23 コクリ 古代日本　文字のある風景　　　　　　　　　　　 金印から正倉院文書まで 国立歴史民俗博物館　　 朝日新聞社 2002

188 イワキ 増補元興寺編年史料　　　　上巻 岩城隆利　　 吉川弘文館 1983

188 イワキ 増補元興寺編年史料　　　　中巻 岩城隆利　　 吉川弘文館 1983

188 イワキ 増補元興寺編年史料　　　　下巻 岩城隆利　　 吉川弘文館 1983

322.134 タカハ 律令国家東北史の研究 高橋崇　　 吉川弘文館 1991

170 シント 宇佐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神道大系　神社編　47 神道大系編纂会　中野幡能　 神道大系編纂会 1989

170 シント 太宰府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　神道大系　神社編　48 神道大系編纂会　中野幡能　 神道大系編纂会 1991

170 シント 宗像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神道大系　神社編　49 神道大系編纂会　梅田義彦　 神道大系編纂会 1979
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212 クトウ 東北考古学・古代史学史 工藤雅樹　　 吉川弘文館 1998

210.18 ヨシタ 日中宮城の比較研究 吉田歓　　 吉川弘文館 2002

081 シンテ 明月記　　　　                                           新天理図書館善本叢書　5 天理大学附属天理図書館　　 八木書店 2015

081 シンテ 定家筆古記録　　　　                                 新天理図書館善本叢書　6 天理大学附属天理図書館　　 八木書店 2015

913.21 アンス 聚注古事記 安津素彦　　 桜楓社 1983

910.23 ソクラ 万葉記紀精論　曽倉岑遺稿集 曽倉岑 花鳥社 2020

M565 イリエ 万葉大和路　入江泰吉の詩情世界
入江泰吉　入江泰吉記念奈良市写真美
術館　奈良県立万葉文化館 光村推古書院 2020

210.1 エント
律令国家への道　[飛鳥時代]　講談社学習まんが
                                                             日本の歴史　2 遠藤慶太　井上正治 講談社 2020

M02 アオヌ ことのは！　#万葉恋日和 青沼裕貴　鉄野昌弘 ぱる出版 2020

291.65 トミタ
神仙境吉野の謎に迫る　壬申の乱と修験道の誕生
                                                             京阪奈新書 富田良一　松田度 京阪奈情報教育出版 2020

M ヒロオ 万葉のえにし　　　                                    はなわ新書　086 廣岡義隆 塙書房 2020

721.9 ウトオ まほろば　MAHOROBA　烏頭尾精作品集1956～2020 烏頭尾精 烏頭尾精 2020


