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121.52 ナカシ 本居宣長の世界　和歌・注釈・思想　　　　 長島弘明　鈴木日出男　風間誠史 森話社 2005

164.1 イノウ よくわかる日本の神話と神々　　　　新人物文庫　135 飯泉健司　井上さやか　猪股ときわ新人物往来社 2011

164.1 サイト 荒ぶるスサノヲ、七変化　“中世神話”の世界　　　歴史文化ライブラリー　346斉藤英喜　　 吉川弘文館 2012

185.1 スタツ 国分寺の創建　思想・制度編　　　　 須田勉　佐藤信　 吉川弘文館 2011

185.965 キョウ 薬師寺縁起　　　　　 経円　　 1967

185.965 キョウ 薬師寺縁起釈文　　　　　 　　

210.026 イチヒ 飛鳥の木簡　古代史の新たな解明　　　中公新書　2168 市大樹　　 中央公論新社 2012

210.026 モツカ 日本古代木簡集成　　　　　 木簡学会　　 東京大学出版会 2004

210.026 ナフン 藤原宮木簡一　　　　　 奈良文化財研究所　　 八木書店 2012

210.026 ナフン 藤原宮木簡一　解説　　　　 奈良文化財研究所　　 八木書店 2012

210.026 ナフン 藤原宮木簡二　　　　　 奈良文化財研究所　　 八木書店 2012

210.026 ナフン 藤原宮木簡二　解説　　　　 奈良文化財研究所　　 八木書店 2012

210.03 ヨシカ 日本史必携　　　　　 吉川弘文館編集部　　 吉川弘文館 2006

210.09 サソウ 日本古代の祭祀考古学　　　　　 笹生衛　　 吉川弘文館 2012

210.091 コウカ 訓読注釈儀式踐祚大嘗祭儀　　　　　 皇学館大学神道研究所　　 思文閣出版 2012

210.18 ケカサ 遣隋使がみた風景　東アジアからの新視点　　　　 気賀澤保規　　 八木書店 2012

210.273 アスマ 邪馬台国の考古学　魏志東夷伝が語る世界　　　角川選書　 東潮　　 角川学芸出版 2012

210.273 オオツ 邪馬台国をとらえなおす　　　　講談社現代新書　 大塚初重　　 講談社 2012

210.273 タカツ 邪馬台国と安満宮古墳　　　　　 高槻市教育委員会　　 吉川弘文館 1999

210.273 サエキ 邪馬台国論争　　　　岩波新書　990 佐伯有清　　 岩波書店 2011

210.3 モリコ 倭人伝を読みなおす　　　　ちくま新書　859 森浩一　　 筑摩書房 2012

210.3 ニトウ 都はなぜ移るのか　遷都の古代史　　　歴史文化ライブラリー　333 仁藤敦史　　 吉川弘文館 2011

210.3 カワサ 古代学論究　古代日本の漢字文化と仏教　　　　 川崎晃　　 慶応義塾大学出版会 2012

213 タカシ 出土文字資料と古代の東国　　　　ものが語る歴史　28 高島英之　　 同成社 2012

213.3 ハフタ 多胡碑が語る古代日本と渡来人　　　　　 土生田純之　平川南　亀田修一 吉川弘文館 2012

216.5 フシタ 唐古・鍵遺跡　奈良盆地の弥生大環濠集落　　　日本の遺跡　45 藤田三郎　　 同成社 2012



216.5 ヤマト 古代中世史の探究　シリーズ歩く大和Ⅰ　　　　 大和を歩く会　　 法蔵館 2007

216.5 ナラケ 宮都飛鳥　　　　　 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館　　学生社 2011

222.03 ヨコタ 中国古代簡牘のすべて　　　　　 横田恭三　　 二玄社 2012

288.46 トイケ 天皇陵の誕生　　　　祥伝社新書　 外池昇　　 祥伝社 2012

289 イノウ 秦河勝　　　　　 井上満郎　　 吉川弘文館 2011

322.13 カサイ 八省補任　　　　　 笠井純一　　 八木書店 2010

322.22 ナカム 唐令の基礎的研究　　　　　 中村裕一　　 汲古書院 2012

385.4 クリハ 万葉時代婚姻の研究　双系家族の結婚と離婚　　　　 栗原弘　　 刀水書房 2012

386 ニシモ 日本古代の年中行事書と新史料　　　　　 西本昌弘　　 吉川弘文館 2012



682 サイコ 近畿地方の歴史の道　第３巻　和歌山　　　　 服部英雄　磯村幸雄　 平凡社 2005

682 サイコ 近畿地方の歴史の道　第４巻　奈良１　　　　 服部英雄　磯村幸雄　 平凡社 2005

702 ホリエ 乙女の美術史世界編　　　　　 堀江宏樹　滝乃みわこ　 実業之日本社 2011

702.1 ヒカシ 日本の美を求めて　　 　　講談社学術文庫　95 東山魁夷　　 2012

721.4 シヤク 若冲画譜　明治23年の複製　　　　　　 　　 美乃美 1976

721.9 コマツ 小松均画集　　　　　 　　 協和出版 1980

810.23 ヤマク 古代日本語史論究　　　　　 山口佳紀　　 風間書房 2011

811 ヤタツ 国語文字・表記史の研究　　　　　 矢田勉　　 汲古書院 2012

813.6 オオノ 古典基礎語辞典　　　　　 大野晋　　 角川学芸出版 2011

816.2 コント 修辞論　近藤信義先生古稀記念論文集　　　　　 近藤信義　　 おうふう 2008

910.2 イハラ 色へのことばをのこしたい　　　　　 伊原昭　　 笠間書院 2011

910.23 タタケ 古代文芸の基層と諸相　　　　　 多田元　　 おうふう 2011

911.147 シマツ 百人一首　　　　角川ソフィア文庫　 島津忠夫　　 角川書店 2012

911.147 ヨシカ だれも知らなかった「百人一首」　　　　ちくま文庫　 吉海直人　　 筑摩書房 2011

911.147 ヨシカ 百人一首を読み直す　非伝統的表現に注目して　　　新典社選書　41 吉海直人　　 新典社 2011

913.21 スカノ 古事記　神話と天皇を読み解く　　　　 菅野雅雄　　 新人物往来社 2012

913.21 ソオト 五月女ケイ子のレッツ！！古事記　　　　　 五月女ケイ子　　 講談社 2012

913.21 クトウ 古事記誕生　「日本像」の源流を探る　　　中公新書　2157 工藤隆　　 中央公論新社 2012

913.22 ワタナ 『日本書紀』受容史研究　国学における方法　　　　 渡邉卓　　 笠間書院 2012

913.24 チエン The Kojiki 　　　　　 バジル ホール チェンバレン　　 TUTTLE PUBLISHING 1981

913.25 チエン Kojiki　　　　　 バジル ホール チェンバレン　　 DODO PRESS

913.25 アスト Nihongi　　　　　 W. G. Aston　　 TUTTLE PUBLISHING 1956

913.36 タカハ 武家の文物と源氏物語絵　尾張徳川家伝来品を起点として　　　　 高橋亨　久富木原玲　中根千絵 翰林書房 2012

M サカシ 和歌史のなかの万葉集　　　　　 阪下圭八　　 笠間書院 2012

M8 ナカニ 万葉の心　古代史で楽しむ万葉集　増補・万葉の花　　中西進著作集　　31中西進　　 四季社 2012

M8 ナカニ 万葉のことばと四季　ユートピア幻想-万葉びとと神仙思想　　　中西進著作集　32中西進　　 四季社 2012

M8 ナカニ 万葉時代の日本人　万葉の時代と風土　　　中西進著作集　33 中西進　　 四季社 2012



M8 ナカニ 万葉を旅する　万葉の歌　人と風土　奈良　人と風土　奈良　中西進著作集　34中西進　　 四季社 2012

M8 ヨシタ 万葉語の研究　上　　　　吉田金彦著作集　1 吉田金彦　　 平凡社 2008

M8 ヨシタ 万葉語の研究　下　　　　吉田金彦著作集　2 吉田金彦　　 平凡社 2008

M8 ヨシタ 悲しき歌木簡　　　　吉田金彦著作集　3 吉田金彦　　 平凡社 2008

M8 ヨシタ 額田王紀行　　　　吉田金彦著作集　4 吉田金彦　　 平凡社 2008

M9 ニホン 1000 Poems from the Manyoshu:　　　　　 　日本学術振興会日本古典翻訳委員会　DoverPublications


