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124.12 シラカ 孔子伝　　　　中公文庫　 白川静　　 中央公論新社 2003

170 オオノ 神　一語の辞典　　　　　 大野晋　　 三省堂 1997

176 マルヤ 祓の神事　神話・理念・祭祀　　　　 丸山顕誠　　 三弥井書店 2015

182 ウエキ 仏教、本当の教え　インド、中国、日本の理解と誤解　　　    中公新書　2135 植木雅俊　　 中央公論新社 2011

182.1 イシタ 写経より見たる奈良朝仏教の研究　　　                          東洋文庫論叢　11 石田茂作　　 東洋文庫 1966

183 シヨウ 上代写経識語注釈　　　　　 上代文献を読む会　　 勉誠出版 2016

183 タイト 印度撰述部　経集部　一　　　　国訳一切経　51 林岱雲　平等通昭　前田専学 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　経集部　二　　　　国訳一切経　52 小野玄妙　平等通昭　布施浩岳 大東出版社 1998

183 タイト 印度撰述部　経集部　三　　　　国訳一切経　53 深浦正文　二宮守人　松本照敬 大東出版社 1996

183 タイト 印度撰述部　経集部　四　　　　国訳一切経　54 佐藤泰舜　奥住毅　 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　経集部　五　　　　国訳一切経　55 赤沼智善　西尾京雄　中里貞隆 大東出版社 1974

183 タイト 印度撰述部　経集部　六　　　　国訳一切経　56 常盤大定　深浦正文　田上太秀 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　経集部　七　　　　国訳一切経　57 常盤大定　田上太秀　 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　経集部　八　　　　国訳一切経　58 山辺習学　田上太秀　 大東出版社 1974

183 タイト 印度撰述部　経集部　九　　　　国訳一切経　59 山辺習学　田上太秀　 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　経集部　十　　　　国訳一切経　60 山辺習学　中村元　田上太秀 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　経集部　十一　　 国訳一切経　61 山辺習学　泉芳璟　中村元 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　経集部　十二　　 国訳一切経　62 泉芳璟　田島徳音　佐々木孝憲 大東出版社 1973
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183 タイト 印度撰述部　経集部　十三　　 国訳一切経　63 二宮守人　平等通昭　坂部明 大東出版社 1972

183 タイト 印度撰述部　経集部　十四　　 国訳一切経　64 硲慈弘　清水谷恭順　田島徳音 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　経集部　十五　　 国訳一切経　65 泉芳璟　田島徳音　藤田宏達 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　経集部　十六　　 国訳一切経　66 常盤大定　藤田宏達　 大東出版社 1973

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　一　　　　国訳一切経　93 渡邊楳雄　片山一良　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二　　　　国訳一切経　94 渡邊楳雄　片山一良　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　三　　　　国訳一切経　95 渡邊楳雄　中田直道　片山一良 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　四　　　　国訳一切経　96 渡邊楳雄　片山一良　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　五　　　　国訳一切経　97 渡邊楳雄　片山一良　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　六　　　　国訳一切経　98 赤沼智善　西尾京雄　三友健容 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　七　　　　国訳一切経　99 木村泰賢　森章司　 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　八　　　　国訳一切経　100 木村泰賢　森章司　 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　九　　　　国訳一切経　101 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十　　　　国訳一切経　102 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十一　　国訳一切経　103 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十二　　国訳一切経　104 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十三　　国訳一切経　105 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十四　　国訳一切経　106 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975
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183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十五　　国訳一切経　107 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十六　　国訳一切経　108 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十七　　国訳一切経　109 木村泰賢　西義雄　坂本幸男 大東出版社 1975

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十八　　国訳一切経　110 西義雄　坂本幸男　福田亮成 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　十九　　国訳一切経　111 渡邊楳雄　片山一良　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十　　国訳一切経　112 渡邊楳雄　水野弘元　大石秀典 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十一　国訳一切経　113 渡邊楳雄　水野弘元　大石秀典 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十二　国訳一切経　114 渡邊楳雄　片山一良　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十三　国訳一切経　115 林五邦　三友健容　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十四　国訳一切経　116 林五邦　三友健容　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十五　国訳一切経　117 西義雄　河村孝照　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十六　上　国訳一切経　118 西義雄　河村孝照　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十六　下　国訳一切経　119 西義雄　河村孝照　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十七  国訳一切経　120 赤沼智善　大川円道　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十八　国訳一切経　121 赤沼智善　大川円道　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　二十九　国訳一切経　122 赤沼智善　大川円道　 大東出版社 1976

183 タイト 印度撰述部　毘曇部　三十　　 国訳一切経　123 赤沼智善　大川円道　 大東出版社 1976

185 イヒヨ 百済寺院の展開と古代日本　　　　　 李炳鎬　　 塙書房 2015
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188 モリシ 大安寺の歴史を探る　　　　大安寺歴史講座　2 森下恵介　南都大安寺　 東方出版 2016

188.2 ホウリ 聖徳太子伝私記　　　　     法隆寺史料集成　4 法隆寺昭和資材帳編纂所　　 ワコー美術出版 1985

188.3 トウタ 東大寺の美術と考古　　　　東大寺の新研究　1 栄原永遠男　佐藤信　吉川真司 法蔵館 2016

210.025 モリコ 海から知る考古学入門　古代人との対話　　　                  角川oneテーマ21　 森浩一　　 角川書店 2004

210.025 モリコ 地域学のすすめ　考古学からの提言　　                        　岩波新書　793 森浩一　　 岩波書店 2002

210.08 イワナ 史料論　　　　                岩波講座日本歴史　21 大津透　佐藤信　細井浩志 岩波書店 2015

210.08 ニホン 律令国家の展開　　　　    日本史講座　2 歴史学研究会　日本史研究会　 東京大学出版会 2004

210.12 ホウセ 木綿再生　　　　             ものと人間の文化史　147 福井貞子　　 法政大学出版局 2009

210.12 ホウセ 杉　Ⅰ　　　                 　ものと人間の文化史　149-1 有岡利幸　　 法政大学出版局 2010

210.12 ホウセ 杉　Ⅱ　　                     ものと人間の文化史　149-2 有岡利幸　　 法政大学出版局 2010

210.12 ホウセ 井戸　　　                    　ものと人間の文化史　150 秋田裕毅　大橋信弥　 法政大学出版局 2010

210.12 ホウセ 楠　　　　                       ものと人間の文化史　151 矢野憲一　矢野高陽　 法政大学出版局 2010

210.12 ホウセ 温室　　　　                    ものと人間の文化史　152 平野恵　　 法政大学出版局 2010

210.12 ホウセ 落花生　　　                   ものと人間の文化史　154 前田和美　　 法政大学出版局 2011

210.12 ホウセ イルカ（海豚）　　　          ものと人間の文化史　155 田辺悟　　 法政大学出版局 2011

210.12 ホウセ 輿　　　　                      ものと人間の文化史　156 櫻井芳昭　　 法政大学出版局 2011

210.12 ホウセ 鮪　　　                        ものと人間の文化史　158 田辺悟　　 法政大学出版局 2012

210.18 ウエタ 古代の日本と東アジアの新研究　　　　　 上田正昭　　 藤原書店 2015
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210.2 モリコ 古代日本と古墳文化　　　                                   　講談社学術文庫　966 森浩一　　 講談社 1991

210.273 カシハ 邪馬台国時代の関東　ヤマト・東海からの「東征」と「移住」はあったのか　　　　 香芝市二上山博物館友の会ふたかみ史遊会　石野博信　青垣出版 2015

210.273 カシハ 邪馬台国時代のクニグニ　南九州　　　　　 香芝市二上山博物館友の会ふたかみ史遊会　石野博信　青垣出版 2014

210.3 モリコ 語っておきたい古代史　倭人・クマソ・天皇をめぐって　　　             新潮文庫　 森浩一　　 新潮社 2001

210.32 エカミ 騎馬民族は来た！？来ない？！　[激論]江上波夫vs佐原真　　　　 江上波夫　佐原真　 小学館 1990

210.33 トヨシ ここまでわかった飛鳥・藤原京　倭国から日本へ　　　　 豊島直博　木下正史　 吉川弘文館 2016

210.33 ミナト 飛鳥の古代史　飛鳥の古代を東アジア史から読み解く。　　　　 湊哲夫　　 ブイツーソリューション2015

210.34 ナカム 天智朝と東アジア　唐の支配から律令国家へ　　          NHKBOOKS　1235 中村修也　　 NHK出版 2015

210.34 ミマシ 有間皇子の研究　斉明四年戊午十一月の謀反　　　     日本史研究叢刊　29 三間重敏　　 和泉書院 2016

212 タカハ もう一つの日本史　ベールをぬいだ縄文の国　　　　 高橋富雄　　 徳間書店 1991

216.5 ナラフ 飛鳥むかしむかし　             飛鳥誕生編　1 奈良文化財研究所　早川和子　 朝日新聞出版 2016

216.6 テラニ 日本史の中の和歌浦　　 　　                                      　　 塙選書　121 寺西貞弘　　 塙書房 2015

220 コシマ 東アジアの王権と宗教　　　　                                       アジア遊学　151 小島毅　近藤成一　蓑輪顕量 勉誠出版 2012

222 フルセ 東アジアの礼・儀式と支配構造　　　　　 古瀬奈津子　　 吉川弘文館 2016

222.04 カワモ 東アジア古代における諸民族と国家　　　                      　汲古叢書　124 川本芳昭　　 汲古書院 2015

288.1 ミスタ 謎の豪族　蘇我氏　　　　                                         　　 文春新書　495 水谷千秋　　 文藝春秋 2006

288.4 エント 日本古代の女帝と譲位　　　　　 遠藤みどり　　 塙書房 2015

288.41 テンノ 聖武天皇と仏都平城京　　　　天皇の歴史　2 吉川真司　　 講談社 2011
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289 モリキ 天智天皇　　　　                                                    　　 人物叢書　287 森公章　日本歴史学会　 吉川弘文館 2016

291.73 ヒラノ 古代出雲を歩く　　　　                                           　　 岩波新書　1612 平野芳英　　 岩波書店 2016

322.1 サカタ 公卿補任図解総覧　大宝元年（701）～明治元年（1868）　　　　 坂田桂一　所功　 勉誠出版 2014

367 コハマ ジェンダーの中国史　　　　                                       　 アジア遊学　191 小浜正子　佐々木愛　下倉渉 勉誠出版 2015

385.4 ニヘイ 東アジアの結婚と女性　文学・歴史・宗教　　　             　 アジア遊学　157 仁平道明　河野貴美子　胡潔 勉誠出版 2012

388.1 テンリ モノと図像から探る怪異・妖怪の世界　　天理大学考古学・民俗学シリーズ　1 天理大学考古学・民俗学研究室　　 勉誠出版 2015

682 タテノ 日本古代の交通・交流・情報　１　制度と実態　1 舘野和己　出田和久　 吉川弘文館 2016

682 ハツト 近畿地方の歴史の道　第２巻　大阪2　歴史の道　調査報告書集成　2 服部英雄　磯村幸男　大阪府教育委員会 海路書院 2005

702.17 ヨネタ すぐわかる正倉院の美術　見方と歴史　　　　 米田雄介　　 東京美術 2002

708 トウキ もっと知りたい片岡球子　生涯と作品　　      アート・ビギナーズ・コレクション　 土岐美由紀　中村麗子　 東京美術 2015

721.2 サカキ すぐわかる絵巻の見かた　改訂版　　　　　　 榊原悟　佐伯英里子　内田啓一 東京美術 2012

762 リクチ 『隋書』音楽志訳注　　　　　 六朝楽府の会　　 和泉書院 2016

773 オモテ 大和猿楽史参究　　　　　 表章　　 岩波書店 2005

804 コマタ 字読み書きばなし　　　　                                     　　　　　　 　文春文庫　　 駒田信二　　 文藝春秋 1994

810.2 オオノ 日本語の世界　　　　　 大野晋　　 朝日新聞社 1976

810.2 オオノ 日本語の年輪　　　　                                                         新潮文庫　 大野晋　　 新潮社 1966

810.4 イシカ 日本語の手ざわり　　　　                                                     新潮選書　 石川九楊　　 新潮社 2005

810.4 オオノ 文集　日本語について　その語源から未来へ　　　　 大野晋　　 日本書籍 1978
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813.6 ツキシ 古語大鑑　か～さ　　　　2 築島裕　峰岸明　白藤禮幸 東京大学出版会 2016

821.2 アツシ 部首のはなし　漢字を解剖する　　　                          中公新書　1755 阿辻哲次　　 中央公論新社 2004

821.2 アツシ 部首のはなし　２　もっと漢字を解剖する　　　               中公新書　1831 阿辻哲次　　 中央公論新社 2006

821.2 オチア 甲骨文字に歴史をよむ　　　　                                    ちくま新書　732 落合淳思　　 筑摩書房 2008

821.2 シラカ 桂東雑記　Ⅰ　　　　　 白川静　　 平凡社 2003

821.2 シラカ 桂東雑記　Ⅱ　　　　　 白川静　　 平凡社 2004

821.2 シラカ 字書を作る　　　　　 白川静　　 平凡社 2002

821.2 シラカ 回思九十年　　　　　 白川静　　 平凡社 2000

821.2 シラカ 文字講和　Ⅰ　　　　　 白川静　　 平凡社 2002

821.2 シラカ 文字講和　Ⅱ　　　　　 白川静　　 平凡社 2003

821.2 シラカ 文字講和　Ⅲ　　　　　 白川静　　 平凡社 2003

821.2 シラカ 文字講和　Ⅳ　　　　　 白川静　　 平凡社 2005

821.2 シラカ 続　文字講和　　　　　 白川静　　 平凡社 2007

821.2 トウト 漢字と文化　　　　                                                     徳間文庫　 藤堂明保　　 徳間書店 1993

821.2 トウト 女へんの漢字　　　　                                         　　    角川文庫　5034 藤堂明保　　 角川書店 1981

824 コマタ 中国の故事と名言500選　あーそ　　　　 駒田信二　常石茂　 平凡社 1975

824 コマタ 中国の故事と名言500選　たーわ　　　　 駒田信二　常石茂　 平凡社 1975

910.2 コウノ 「文」の環境　「文学」以前　　　日本「文」学史　1 河野貴美子　Wiebke DENECKE　新川登亀男 勉誠出版 2015
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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

910.23 マンヨ 論集上代文学　第三十七冊　　37 万葉七曜会　　 笠間書院 2016

910.8 アオキ 古代の歌と散文の研究　　　　青木周平著作集　中巻 青木周平　　 おうふう 2015

910.8 アオキ 古代文献の受容史研究　　　　青木周平著作集　下巻 青木周平　　 おうふう 2016

913.2 モリコ 記紀の考古学　　　                                                   朝日文庫　 森浩一　　 朝日新聞社 2005

913.21 キタノ 古事記神話研究　天皇家の由来と神話　　　　 北野達　　 おうふう 2015

913.23 ミウラ 風土記の世界　　　                                                   岩波新書　1604 三浦佑之　　 岩波書店 2016

919.3 コシコ 古代日本漢詩文と中国文学　　埼玉学園大学研究叢書　12 胡志昂　　 笠間書院 2016

928 カシノ 論語　　　　ビギナーズ・クラシックス中国の古典　 加地伸行　　 角川書店 2004

M02 フルハ 古代の恋愛生活　万葉集の恋歌を読む　　　読みなおす日本史　 古橋信孝　　 吉川弘文館 2016

M05 オサキ 万葉集の歌と民俗諸相　　　　　 尾崎富義　　 おうふう 2015

M232 ヒロカ 山上憶良と大伴旅人の表現方法　和歌と漢文の一体化　　  研究叢書　465 廣川晶輝　　 和泉書院 2015
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