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121.3 タナカ 天平に華咲く「古典文化」　続・「やまとごころ」とは何か MINERVA歴史・文化ライブラリー　31 田中英道　　 ミネルヴァ書房 2016

121.52 コウノ 本居宣長「古事記伝」を読む　2　　　　                      講談社選書メチエ　497 神野志隆光　　 講談社 2011

121.52 コウノ 本居宣長「古事記伝」を読む　3　　　　                      講談社選書メチエ　525 神野志隆光　　 講談社 2012

121.52 コウノ 本居宣長「古事記伝」を読む　4　　　                        講談社選書メチエ　582 神野志隆光　　 講談社 2014

162 サトウ アマテラスの変貌　中世神仏交渉史の視座　　　　 佐藤弘夫　　 法蔵館 2000

164.1 カマタ すぐわかる日本の神々　聖地、神像、祭り、神話で読み解く　　　　 鎌田東ニ　　 東京美術 2005

164.1 ハヤシ オオゲツヒメと倭国創生　日本の穀物起源神の原像　　　　 林博章　　 林博章 2012

175 イノウ すぐわかる日本の神社　『古事記』『日本書紀』で読み解く　　　　 井上順孝　　 東京美術 2008

175.9 キリム ヤマト王権幻視行　熊野・大和・伊勢　　　　 桐村英一郎　塚原紘　 方丈堂出版 2010

183 タイト 印度撰述部　律部　一　　　　国訳一切経　67 境野黄洋　竹村牧男　 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　律部　二　　　　国訳一切経　68 境野黄洋　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　三　　　　国訳一切経　69 境野黄洋　竹村牧男　 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　律部　四　　　　国訳一切経　70 境野黄洋　平川彰　竹村牧男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　律部　五　　　　国訳一切経　71 上田天瑞　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　六　　　　国訳一切経　72 上田天瑞　竹村牧男　 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　律部　七　　　　国訳一切経　73 上田天瑞　平川彰　竹村牧男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　律部　八　　　　国訳一切経　74 西本龍山　平川彰　竹村牧男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　律部　九　　　　国訳一切経　75 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1975
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183 タイト 印度撰述部　律部　十　　　　国訳一切経　76 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　律部　十一　　　　国訳一切経　77 西本龍山　境野黄洋　平川彰 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　十二　　　　国訳一切経　78 大野法道　加藤観澄　平川彰 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　十三　　　　国訳一切経　79 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　十四　　　　国訳一切経　80 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　律部　十五　　　　国訳一切経　81 境野黄洋　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　十六　　　　国訳一切経　82 佐藤密雄　竹村牧男　 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　律部　十七　　　　国訳一切経　83 境野黄洋　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　十八　　　　国訳一切経　84 長井真琴　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　十九　　　　国訳一切経　85 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　律部　二十　　　　国訳一切経　86 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　二十一　 　国訳一切経　87 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　二十二　　 国訳一切経　88 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　二十三　 　国訳一切経　89 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　二十四　　 国訳一切経　90 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　二十五　　 国訳一切経　91 西本龍山　竹村牧男　 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　律部　二十六　 　国訳一切経　92 西本龍山　平川彰　竹村牧男 大東出版社 1978

183 タイト 印度撰述部　中観部　一　　　　国訳一切経　124 羽溪了諦　泰本融　 大東出版社 1976
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183 タイト 印度撰述部　中観部　二　　　　国訳一切経　125 羽溪了諦　江島恵教　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　中観部　三　　　　国訳一切経　126 羽溪了諦　遠藤二平　泰本融 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　一　　国訳一切経　127 真野正順　長尾雅人　谷川理宣 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　二　　国訳一切経　128 真野正順　長尾雅人　菅英尚 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　三　　国訳一切経　129 真野正順　長尾雅人　谷川理宣 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　四　　国訳一切経　130 真野正順　長尾雅人　菅英尚 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　五　上　国訳一切経　131 真野正順　長尾雅人　谷川理宣 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　五　下　国訳一切経　132 真野正順　椎尾辨匡　長尾雅人 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　六　　国訳一切経　133 石井教道　長尾雅人　早島理 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　七　　国訳一切経　134 矢吹慶輝　長尾雅人　佐々木恵精 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　釈経論部　八　　国訳一切経　135 布施浩岳　泉芳璟　長尾雅人 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　一　　　　国訳一切経　136 加藤精神　勝又俊教　大澤聖寛 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　二　　　　国訳一切経　137 加藤精神　勝又俊教　向井隆健 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　三　　　　国訳一切経　138 加藤精神　勝又俊教　平井宥慶 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　四　　　　国訳一切経　139 加藤精神　勝又俊教　高橋尚夫 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　五　　　　国訳一切経　140 加藤精神　勝又俊教　大澤聖寛 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　六　　　　国訳一切経　141 加藤精神　勝又俊教　向井隆健 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　七　　　　国訳一切経　142 加藤精神　勝又俊教　平井宥慶 大東出版社 1977
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183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　八　　　　国訳一切経　143 衛藤即応　勝又俊教　高橋尚夫 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　九　　　　国訳一切経　144 衛藤即応　勝又俊教　大澤聖寛 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　十　　　　国訳一切経　145 常盤大定　結城令聞　勝又俊教 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　十一　　 国訳一切経　146 中野義照　坂本幸男　勝又俊教 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　瑜伽部　十二　　 国訳一切経　147 宇井伯寿　山上曹源　勝又俊教 大東出版社 1977

183 タイト 印度撰述部　論集部　一　　　　国訳一切経　148 林彦明　飯田順雄　渡邊楳雄 大東出版社 1988

183 タイト 印度撰述部　論集部　二　　　　国訳一切経　149 水野弘元　泉芳璟　池田澄達 大東出版社 1988

183 タイト 印度撰述部　論集部　三　　　　国訳一切経　150 宇井伯寿　竹村牧男　 大東出版社 1988

183 タイト 印度撰述部　論集部　四　　　　国訳一切経　151 塩入亮忠　平等通昭　竹村牧男 大東出版社 1988

183 タイト 印度撰述部　論集部　五　　　　国訳一切経　152 望月信亨　大野法道　平等通昭 大東出版社 1988

183 タイト 印度撰述部　論集部　六　　　　国訳一切経　153 平等通昭　竹村牧男　 大東出版社 1988

183 タイト 印度撰述部　論集部　七　　　　国訳一切経　154 干潟龍祥　竹村牧男　 大東出版社 1988

184 マキト 中将姫ものがたり　奈良・當麻寺・日張山にゆかりの…　歴史の背景とともに一生を追ってみました 牧ともえ　　
地域情報ネットワーク
株式会社 2017

185 タケウ 日本古代の寺院と社会　　　　　 竹内亮　　 塙書房 2016

188.2 カネコ もっと知りたい法隆寺の仏たち　　　             アート・ビギナーズ・コレクション　 金子啓明　　 東京美術 2012

188.3 ツツイ もっと知りたい東大寺の歴史　　　　              アート・ビギナーズ・コレクション　 筒井寛昭　梶谷亮治　坂東俊彦 東京美術 2010

188.3 ヒラオ 東大寺辞典　新装版　　　　　 平岡定海　　 東京堂出版 1995

210.098 タケタ 礼服　天皇即位儀礼や元旦の儀の花の装い　　　　 武田佐知子　津田大輔　 大阪大学出版会 2016
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210.2 ワカサ もっと知りたいはにわの世界　古代社会からのメッセージ　　アート・ビギナーズ・コレクション 若狭徹　　 東京美術 2009

210.3 イシカ 交響する古代　東アジアの中の日本　　　　 石川日出志　日向一雅　吉村武彦 東京堂出版 2011

210.3 ニキヒ 日本古代・中世都市論　　　　　 仁木宏　　 吉川弘文館 2016

210.3 ハヤシ 倭国創生と阿波忌部　　　　　 林博章　　 林博章 2010

210.32 ホツミ 古墳時代の喪葬と祭祀　　　　　 穂積裕昌　　 雄山閣 2012

210.36 ササヤ 平安初期の王権と文化　　　　　 笹山晴生　　 吉川弘文館 2016

210.37 クラモ 現代語訳小右記　2　道長政権の成立　永祚元年（九八九）正月～長徳元年（九九五）十月　2 倉本一宏　　 吉川弘文館 2016

210.37 クラモ 現代語訳小右記　3　長徳の変　長徳二年（九九六）正月～寛弘二年（一〇〇五）三月　3 倉本一宏　　 吉川弘文館 2016

216.5 ナラケ 庁中漫録　四～六　　　　                                               奈良史料叢書　2 奈良県地域振興部文化資源活用課　　 奈良県 2017

216.5 ナラフ 飛鳥むかしむかし　国づくり編　2 奈良文化財研究所　早川和子　 朝日新聞出版 2016

217.3 オオハ 出雲国誕生　　　　                                          歴史文化ライブラリー　436 大橋泰夫　　 吉川弘文館 2016

221.035 リシン 広開土王陵碑の研究　　　　　 李進煕　　 吉川弘文館 1972

222 セノオ 長安の都市計画　　　　                                        講談社選書メチエ　223 妹尾達彦　　 講談社 2001

222 チヨウ 全敦煌詩　一　第一編　詩歌　　　　1 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　二　第一編　詩歌　　　　2 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　三　第一編　詩歌　　　　3 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　四　第一編　詩歌　　　　4 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　五　第一編　詩歌　　　　5 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006
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222 チヨウ 全敦煌詩　六　第一編　詩歌　　　　6 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　七　第一編　詩歌　　　　7 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　八　第一編　詩歌　　　　8 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　九　第一編　詩歌　　　　9 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十　第一編　詩歌　　　　10 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十一　第二編　曲詞　　　　11 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十二　第二編　曲詞　　　　12 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十三　第二編　曲詞　第三編　偈讚　　　　13 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十四　第三編　偈讚　　　　14 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十五　第三編　偈讚　　　　15 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十六　　　　　16 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十七　　　　　17 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十八　　　　　18 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　十九　　　　　19 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　二十　　　　　20 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222 チヨウ 全敦煌詩　索引　　　　　21 張錫厚　周紹良　 作家出版社 2006

222.042 キヨウ 漢簡語彙　中国古代木簡辞典　　　　 京都大学人文科学研究所簡牘研究班　　岩波書店 2015

222.042 トミヤ 漢簡語彙考証　　　　　 冨谷至　　 岩波書店 2015
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288.3 サトウ 蘇我大臣家　倭王権を支えた雄族　　　                     日本史リブレット人　3 佐藤長門　　 山川出版社 2016

288.41 ニシモ 桓武天皇　造都と征夷を宿命づけられた帝王　　       日本史リブレット人　11 西本昌弘　　 山川出版社 2013

291.65 ウエタ 飛鳥・藤原　写真でつづる宮都の今昔　　　　 上田安彦　　 奈良新聞社 2015

318 イワシ 日本古代の郡司と天皇　　　　　 磐下徹　　 吉川弘文館 2016

337 モリア 日本古代貨幣制度史の研究　　　　　 森明彦　　 塙書房 2016

384 クロマ 瞽女うた　　　                                                           岩波新書　1485 ジェラルド・グローマー　　 岩波書店 2014

385.4 コケツ 律令制度と日本古代の婚姻・家族に関する研究　　　　　 胡潔　　 風間書房 2016

612 ハヤシ 剣山系の世界的農業文化遺産　　　　　 林博章　　 林博章 2015

702 ミツハ すぐわかる日本の神像　あらわれた神々のすがたを読み解く　　　　 三橋健　　 東京美術 2012

702.17 スキモ 正倉院宝物　181点鑑賞ガイド　　　                                       とんぼの本　 杉本一樹　　 新潮社 2016

702.2 タニオ アフガニスタンの美　　　                                         　ショトル・ミュージアム　谷岡清　　 小学館 1997

705 トウキ 日本美術年鑑　平成27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 2017

708 ニホン 東アジアのなかの日本美術　　日本美術全集　6 板倉聖哲　塚本麿充　佐藤康宏 小学館 2015

708 ニホン 信仰と美術　　　                　日本美術全集　11 泉武夫　サムエル・C・モース　清水健 小学館 2015

712.1 ニシカ 日本彫刻史論叢　　　　　 西川杏太郎　　 中央公論美術出版 2000

721.9 ナカシ 中島潔の世界　1968→2004　　　　                                         別冊太陽　 中島潔　　 平凡社 2004

721.9 ナカシ 中島潔　いのちと風のものがたり　　                                      別冊太陽　 中島潔　　 平凡社 2015

723.1 キヌタ 絹谷幸二自伝　　　　　 絹谷幸二　　 日本経済新聞出版社2016
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分類番号 著者記号 書籍名　副題１　副題２　副題３　叢書名　巻次 著者名　著者名２　著者名３ 出版社 出版年

724.1 マツモ 「花」を描く　　　　こころのアトリエ　日本画を描く　6 松本勝　　 まち絵ーる社 2015

724.1 モリヤ すぐわかる日本の絵画　改訂版　　　　　 守屋正彦　　 東京美術 2012

727 ナミキ すぐわかる日本の伝統文様　名品で楽しむ文様の文化　　　　 並木誠士　　 東京美術 2006

757.3 フクタ すぐわかる日本の伝統色 改訂版　　　　　 福田邦夫　　 東京美術 2011

768.2 エント 雅楽を知る事典　　　　　 遠藤徹　　 東京堂出版 2013

772 クトウ 日本芸能の始原的研究　　　　　 工藤隆　　 三一書房 1981

773 ススキ 能楽史年表　古代・中世編　　　　 鈴木正人　　 東京堂出版 2007

773 ヤマタ 若狭の翁と猿楽能　　　　　 山田雄造　　 風詠社 2009

787 フクタ 放鷹文化と社寺縁起　白鳥・鷹・鍛冶　　　　 福田晃　　 三弥井書店 2016

811 コクコ 国語文字史の研究　１３　　　　 国語文字史研究会　　 和泉書院 2012

811 コクコ 国語文字史の研究　１４　　　　　 国語文字史研究会　　 和泉書院 2014

811 コクコ 国語文字史の研究　１５　　　　 国語文字史研究会　　 和泉書院 2016

813.6 マツオ 日本古語大辞典　語誌篇　　　　 松岡静雄　　 刀江書院 1970

813.6 マツオ 日本古語大辞典　訓詁篇　　　　 松岡静雄　　 刀江書院 1970

814 コクコ 国語語彙史の研究　一　　　　 国語語彙史研究会　　 和泉書院 1980

814 コクコ 国語語彙史の研究　二　　　　　 国語語彙史研究会　　 和泉書院 1981

814 コクコ 国語語彙史の研究　三　　　　　 国語語彙史研究会　　 和泉書院 1982

814 コクコ 国語語彙史の研究　四　　　　　 国語語彙史研究会　　 和泉書院 1983
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分類番号 著者記号 書籍名　副題１　副題２　副題３　叢書名　巻次 著者名　著者名２　著者名３ 出版社 出版年

814 コクコ 国語語彙史の研究　五　　　　　 国語語彙史研究会　　 和泉書院 1984

814 コクコ 国語語彙史の研究　三十五　　　　　 国語語彙史研究会　　 和泉書院 2016

910.2 タカハ 遊ぶ日本　神あそぶゆえ人あそぶ　　　　 高橋睦郎　　 集英社 2008

910.23 ミウラ 古代研究　列島の神話・文化・言語　　　　 三浦佑之　　 青土社 2012

910.6 コクフ 死を想え　『九相詩』と『一休骸骨』　　　           ブックレット〈書物をひらく〉　1 今西祐一郎　　 平凡社 2016

910.6 コクフ 漢字・カタカナ・ひらがな　表記の思想　　　       ブックレット〈書物をひらく〉　2 入口敦志　　 平凡社 2016

910.6 コクフ 漱石の読みかた　『明暗』と漢籍　　              　ブックレット〈書物をひらく〉　3 野網摩利子　　 平凡社 2016

911.125 ウエム 稿本　古歌の用語と地名　　　　　 上村重次　　 熊本出版文化会館 2003

911.56 カンノ 大岡信の詩と真実　　　　　 菅野昭正　高橋順子　野村喜和夫 岩波書店 2016

913.21 オサヘ 古事記とは何か　稗田阿礼はかく語りき　　                         　集英社文庫　 長部日出雄　　 集英社 2012

913.21 ミウラ 古事記・再発見。　神話に隠された神々の痕跡　　　　 三浦佑之　　 KADOKAWA 2016

913.23 オキモ 風土記　常陸国・出雲国・播磨国・豊後国・肥前国　　　　 沖森卓也　佐藤信　矢嶋泉 山川出版社 2016

913.23 クリタ 標註古風土記　出雲　　　　 栗田寛　後藤藏四郎　 大岡山書店 1931

913.24 ヤマサ KODIKI　古事記　セルビア語訳　　　 山崎洋　Danijela Vasic　Dalibor KlickovicRad 2008

913.37 フシモ 古代国家仏教と在地社会　日本霊異記と東大寺諷誦文稿の研究　　　　 藤本誠　　 吉川弘文館 2016

915.5 ヤマサ USKA　STAZA KA　DALEKOM　SEVERU　おくのほそ道　セルビア語訳　　　 山崎洋　　 TANESI 2012

919.3 ハトオ 奈良・平安朝漢詩文と中国文学　　　　　 波戸岡旭　　 笠間書院 2016

M オカワ 万葉写本学入門　上代文学研究法セミナー　　　　 小川靖彦　田中大士　城崎陽子 笠間書院 2016

9



分類番号 著者記号 書籍名　副題１　副題２　副題３　叢書名　巻次 著者名　著者名２　著者名３ 出版社 出版年

M カシカ おかしいぞ！国語教科書　古すぎる万葉集の読み方　　　　 梶川信行　上代文学会　 笠間書院 2016

M02 タカク 万葉挽歌の表現　挽歌とは何か　　　　 高桑枝実子　　 笠間書院 2016

M08 イケハ 万葉集訓読の資料と方法　　　　　 池原陽斉　　 笠間書院 2016

M08 オクタ 古代日本における文字表現の展開　　　　　 奥田俊博　　 塙書房 2016

M231 カネカ 大伴家持　氏族の「伝統」を背負う貴公子の苦悩　 　日本史リブレット人　10 鐘江宏之　　 山川出版社 2015

M241 ナカニ 官人　大伴家持　困難な時代を生きた良心　　　　 中西進　高志の国文学館　 桂書房 2017

M5 ミナヘ 万葉集　歌の山旅　　　　　 三鍋久雄　　 桂書房 2010

M565 マンヨ 万葉の大和路を歩く　下　　　　 万葉の大和路を歩く会　山内英正　 万葉の大和路を歩く会2016

M565 マンヨ 万葉の大和路を歩く　上　　　　 万葉の大和路を歩く会　　 万葉の大和路を歩く会 2015

M8 マンヨ 万葉集研究　　第三十六集　　　　　36 芳賀紀雄　鉄野昌弘　奥村和美 塙書房 2016

M9 イヨン 韓国語訳万葉集９　　　　　 李妍淑　　 2016

M9 イヨン 韓国語訳万葉集１０　　　　　 李妍淑　　 2017

P オオサ ヒストリア　第２４３号～２４８号　　平成２６年～平成２７年　　 大阪歴史学会　　 大阪歴史学会 2014

P オオサ ヒストリア　第２４９号～２５４号　　平成２７年～平成２８年　　 大阪歴史学会　　 大阪歴史学会 2015

P モツカ 木簡研究　三十六　　　　　 木簡学会　　 木簡学会 2014

P モツカ 木簡研究　三十七　　　　　 木簡学会　　 木簡学会 2015

P モツカ 木簡研究　三十八　　　　　 木簡学会　　 木簡学会 2016

Z コクリ 江戸時代の能　　　　　 国立能楽堂調査養成課調査資料係　　 日本芸術文化振興会 2000
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分類番号 著者記号 書籍名　副題１　副題２　副題３　叢書名　巻次 著者名　著者名２　著者名３ 出版社 出版年

Z コクリ 浮世絵にみる能　主題に因む受容と変貌　　　　 国立能楽堂調査養成課調査資料係　　 日本芸術文化振興会 2002

Z コクリ 細見コレクション　琳派にみる能　　　　　 国立能楽堂　　 日本芸術文化振興会 2009

Z コクリ 文献・絵画　Ⅰ　     　国立能楽堂収蔵資料図録　1 国立能楽堂調査養成課調査資料係　　 日本芸術文化振興会 2001

Z コクリ 文献・絵画　Ⅱ　　　　国立能楽堂収蔵資料図録　2 国立能楽堂調査養成課調査資料係　　 日本芸術文化振興会 2002

Z タナヘ 能を彩る文化財　名品能面能装束展　　　　
田邉三郎助　長崎巌　国立能楽堂事業推進課
調査資料係

日本芸術文化振興会 2013
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