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020 カネコ 近世出版の板木研究　　　　　 金子貴昭　　 法蔵館 2013

210.026 ナフン 日本古代木簡字典　改訂新版　　　　 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所　　 八木書店 2013

210.038 キンタ 地図でみる東日本の古代　律令制下の陸海交通・条里・史跡　　　　 金田章裕　木下良　井村博宣 平凡社 2012

210.12 ホウセ 桃　　　　ものと人間の文化史　157 有岡利幸　　 法政大学出版局 2012

210.3 アラキ 古代天皇家の婚姻戦略　　　　歴史文化ライブラリー　359 荒木敏夫　　 吉川弘文館 2013

210.3 ウシタ 続日本紀　（中）　全現代語訳　　　講談社学術文庫　1031 宇治谷孟　　 講談社 2013

210.3 ソカワ 日本古代の国家と造営事業　　　　　 十川陽一　　 吉川弘文館 2013

210.3 タケタ 読み下し　日本三代実録〈上巻〉　清和天皇　　　　 武田祐吉　佐藤謙三　 戎光祥出版 2009

210.3 タケタ 読み下し　日本三代実録〈下巻〉　陽成天皇・光孝天皇　　　　 武田祐吉　佐藤謙三　 戎光祥出版 2009

210.3 モリキ 古代豪族と武士の誕生　　　　歴史文化ライブラリー　360 森公章　　 吉川弘文館 2013

210.35 ホタテ 歴史のなかの大地動乱　奈良・平安の地震と天皇　　　岩波新書　1381 保立道久　　 岩波書店 2012

216.3 イスミ 和泉市の考古・古代・中世　　　　和泉市の歴史　6 和泉市史編さん委員会　竹本晃　石部正志 ぎょうせい 2013

221.03 ハマタ 朝鮮古代史料研究　　　　　 浜田耕策　　 吉川弘文館 2013

221.035 シンカ 『仏教』文明の東方移動　百済弥勒寺西塔の舎利荘厳　　　　 新川登亀男　　 汲古書院 2013

222 オサキ 中国文化史大事典　　　　　 尾崎雄二郎　竺沙雅章　戸川芳郎 大修館書店 2013

222 トヒヨ 敦煌・吐魯番出土漢文文書の新研究　修訂版　　　　 土肥義和　　 汲古書院 2013

222.042 コハヤ 後漢書劉昭注李賢注の研究　　　　　 小林岳　　 汲古書院 2013



222.042 トミヤ 文書行政の漢帝国　木簡・竹簡の時代　　　　 冨谷至　　 名古屋大学出版会 2010

222.046 ナカム 六朝政治社会史研究　　　　汲古叢書　107 中村圭爾　　 汲古書院 2013

281 モリコ 森浩一の考古交友録　　　　　 森浩一　　 朝日新聞出版 2013

312 ミタニ 律令国家と土地支配　　　　　 三谷芳幸　　 吉川弘文館 2013

318 シノカ 国造制の研究　史料編・論考編　　　　 篠川賢　大川原竜一　鈴木正信 八木書店 2013

380 フクタ 「二〇世紀民俗学」を乗り越える　私たちは福田アジオとの討論から何を学ぶか福田アジオ　菅豊　塚原伸治 岩田書院 2012

384.37 テラカ 旅のはじまりと文化の生成　　　　　 大学教育出版編集部　寺川真知夫　上野誠 大学教育出版 2013

449 ウチタ 暦の語る日本の歴史　　　　読みなおす日本史　 内田正男　　 吉川弘文館 2012

451 ヨシノ 古代日本の気候と人びと　　　　　 吉野正敏　　 学生社 2011

682 オオミ 道が語る日本古代史　　　　朝日選書　889 近江俊秀　　 朝日新聞出版 2013

702.097 カケヤ 神道美術の研究　　　　　 景山春樹　神道史学会　 山本湖舟写真工芸部 1962

706 トウキ 市井展の全貌　淡交会、珊々会、尚美展から東京会まで（戦前編）　　　　 東京美術倶楽部　　 八木書店 2012

708 ニホン 法隆寺と奈良の寺院　　　　日本美術全集　2 長岡龍作　岩佐光晴　加島勝 小学館 2012

714 ニホン 日本石造物辞典　　　　　 日本石造物辞典編集委員会　　 吉川弘文館 2012

718.5 カニマ 国宝蟹満寺釈迦如来坐像　古代大型金銅仏を読み解く　　　　 蟹満寺釈迦如来坐像調査委員会　三船温尚　奧健夫 八木書店 2012

721.9 アンノ 洛中洛外　　　　　 安野光雅　　 産経新聞出版 2012

728.2 スキオ 一旦辞するにあたり　　　　　 杉岡和子　　 NHK出版 2013

772 ヤマカ 日本芸能の起源　　　　　 山上伊豆母　　 大和書房 1997



811.25 コハヤ 叙述の方法　　　　平安時代の仏書に基づく漢文訓読史の研究Ⅰ　1 小林芳規　　 汲古書院 2011

811.5 ヌモト 歴史の彼方に隠された濁点の源流を探る　附・半濁点の源流　　　　 沼本克明　　 汲古書院 2013

813.6 ツキシ 古語大鑑　あ～お　　　　1 築島　裕　峰岸明　白藤禮幸 東京大学出版会 2011

910.23 サイコ 日本古代文学史　　　　岩波現代文庫　学術152 西郷信綱　　 岩波書店 2005

910.23 タタカ 古代文学の世界像　　　　　 多田一臣　　 岩波書店 2013

910.23 マンヨ 論集上代文学　第三十三冊　人麻呂歌集における「辞」の文字化をめぐって　　　　万葉七曜会　　 笠間書院 2011

910.23 マンヨ 論集上代文学　第三十四冊　万葉集「天地の神」の表現と特性（上）　　　　34 万葉七曜会　　 笠間書院 2012

913.2 コウノ 古事記と日本書紀　「天皇神話」の歴史　　　講談社現代新書　1436 神野志隆光　　 講談社 1999

913.2 サイコ 記紀神話・古代研究　２　古代人と夢　　　西郷信綱著作集　2 西郷信綱　　 平凡社 2012

913.2 サイコ 記紀神話・古代研究　３　古代論集　　　西郷信綱著作集　3 西郷信綱　　 平凡社 2011

913.2 サイコ 詩論と詩学　１　万葉私記・古代の声　　　西郷信綱著作集　4 西郷信綱　　 平凡社 2011

913.2 サイコ 詩論と詩学　２　梁塵秘抄・斎藤茂吉　　　西郷信綱著作集　5 西郷信綱　　 平凡社 2012

913.2 ツタソ 古事記及び日本書紀の研究　建国の事情と万世一系の思想　　　　 津田左右吉　　 毎日ワンズ 2013

913.2 ワタア 大和路　古事記を巡る　　　　　 和田萃　　 奈良新聞社 2013

913.21 カトカ 古事記　　　　ビギナーズ・クラシックス　 角川書店　　 角川学芸出版 2012

913.21 カマタ 古事記ワンダーランド　　　　角川選書　514 鎌田東二　　 角川学芸出版 2012

913.21 コウノ ぼおるぺん古事記　〈１（天の巻）〉　　　　 こうの史代　　 平凡社 2012

913.21 コウノ ぼおるぺん古事記　〈２（地の巻）〉　　　　 こうの史代　　 平凡社 2012



913.21 コウノ ぼおるぺん古事記　〈３（海の巻）〉　　　　 こうの史代　　 平凡社 2013

913.21 コント 恋スル古事記　　　　　 近藤ようこ　　 角川書店 2012

913.21 サトナ 古事記〈壱〉　　　　マンガ古典文学　 里中満智子　　 小学館 2013

913.21 センタ 古事記の宇宙　神と自然　　　中公新書　2211 千田稔　　 中央公論新社 2013

913.21 タキオ 古事記22の謎の収集　　　　青春文庫　 瀧音能之　　 青春出版社 2012

913.22 ニホン 日本書紀研究　第二十八冊　横田健一先生追悼号　　　　28 横田健一　生田敦司　直木孝次郎 塙書房 2013

913.23 ミスノ 出雲国風土記論攷　　　　　 水野祐　　 東京白川書院 1983

913.23 ミスノ 出雲国風土記論攷図録　　　　　 水野祐　　 東京白川書院 1983

913.23 ムライ 出雲と大和　古代国家の原像をたずねて　　　岩波新書　1405 村井康彦　　 岩波書店 2013

921.43 カワイ 杜甫　　　　岩波新書　1392 川合康三　　 岩波書店 2012

M8 マンヨ 万葉集研究　第三十三集　　　　　33 神野志隆光　芳賀紀雄　稲岡耕二 塙書房 2012

M8 ワタセ 渡瀬昌忠著作集　補巻二　万葉記紀新考　　　　 渡瀬昌忠　　 おうふう 2012


