
分類番号　        著者記号 書籍名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書名　　　　　卷次 　著者名 　出版社 　出版年

172 レキシ 古事記日本書紀に出てくる謎の神々　　　              新人物文庫　733 「歴史読本」編集部　　 新人物往来社 2012

175.8 シンタ 伊勢神宮と三種の神器　古代日本の祭祀と天皇　　 講談社選書メチエ　562 新谷尚紀　　 講談社 2013

175.8 ソノタ 伊勢神宮に行こう　　　　                                   神社紀行セレクション　1 薗田稔　　 学研パブリッシング 2013

175.965 ソノタ 春日大社に行こう　　　                                   　神社紀行セレクション　6 薗田稔　　 学研パブリッシング 2013

182 タチカ アジアの仏教と神々　　　　　 立川武蔵　　 法蔵館 2012

188 カシワ 真宗人名辞典　　　　　 柏原祐泉　薗田香融　平松令三 法蔵館 1999

188 ナフン 唐招提寺史料　第一　　　                     奈良国立文化財研究所史料　7 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所 1971

188.2 トウキ 書跡　１　　　                                    法隆寺献納宝物特別調査概報　XX 東京国立博物館　　 東京国立博物館 2000

188.2 トウキ 書跡　２　　　　                                  法隆寺献納宝物特別調査概報　XXI 東京国立博物館　　 東京国立博物館 2001

188.2 トウキ 仏画写経貼交屏風　１　　　　                法隆寺献納宝物特別調査概報　XVⅢ東京国立博物館　　 東京国立博物館 1998

188.2 トウキ 仏画写経貼交屏風　２　　　　                 法隆寺献納宝物特別調査概報　XIX 東京国立博物館　　 東京国立博物館 1999

188.3 トウタ 東大寺続要録　　　　　 東大寺続要録研究会　筒井寛秀　 国書刊行会 2013

188.5 コント 西大寺の創建と称徳天皇　　　　　 近藤有宜　　 勉誠出版 2013

202.5 クサカ 地形からみた歴史　古代景観を復原する　　            講談社学術文庫　 日下雅義　　 講談社 2013

210.025 ハフタ 事典墓の考古学　　　　　 土生田純之　　 吉川弘文館 2013

210.088 コウカ 続日本紀史料　第九巻下　自天平勝寶二年正月至天平勝寶四年十二月・是歳　　　　皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2007

210.088 コウカ 続日本紀史料　第九巻上　自天平十九年正月至天平勝寶元年十二月・是歳　　　　皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2007

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十巻下　自天平勝寶九歳・天平寶字元年正月至天平寶字二年七月　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2008



210.088 コウカ 続日本紀史料　第十巻上　自天平勝寶五年正月至天平勝寶八歳十二月・是歳　　　　皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2008

210.1 ハイシ 大化改新と蘇我氏　　　　                                 敗者の日本史　1 遠山美都男　　 吉川弘文館 2013

210.1 マツオ 日本史の謎を攻略する　　　　　 松尾光　　 笠間書院 2014

210.3 ウエタ 渡来の古代史　国のかたちをつくったのは誰か　　 角川選書　526 上田正昭　　 角川学芸出版 2013

210.3 シライ 古墳からみた倭国の形成と展開　　　　               日本歴史 私の最新講義　07白石太一郎　　 敬文舎 2013

210.3 タキオ 古代人なるほど謎解き一〇〇話　　　　　 瀧音能之　　 東京堂出版 2012

210.3 ツテヒ 古代国家はいつ成立したか　　　　                          岩波新書　 都出比呂志　　 岩波書店 2013

210.3 ニホン 奈良の都と天平文化　　　　日本古代の歴史　3 西宮秀紀　　 吉川弘文館 2013

210.3 モリイ 鎮めとまじないの考古学　上　古代人の心　　　 森郁夫　甲斐弓子　 雄山閣 2013

210.32 クロタ 纒向から伊勢・出雲へ　　　　　 黒田龍二　　 学生社 2012

210.33 ホンコ 聖徳太子　和国の教主　　　                                    日本の名僧　1 本郷真紹　直木孝次郎　門脇禎二 吉川弘文館 2004

210.35 シヨウ 正倉院文書研究　13 正倉院文書研究会　　 吉川弘文館 2013

210.35 テラサ 若い人に語る奈良時代の歴史　　　　　 寺崎保広　　 吉川弘文館 2013

210.36 クニシ 長岡京の歴史考古学研究　　　　　 國下多美樹　　 吉川弘文館 2013

216.3 タカツ 継体天皇の時代　徹底討論　今城塚古墳　　　　 高槻市教育委員会　和田萃　水野正好 吉川弘文館 2008

216.5 セキヤ 古代の都城と東アジア　大極殿と難波京　　　　 積山洋　　 清文堂出版 2013

216.5 ヤスタ ふるさとなる大和　日本の歴史物語　　　　 保田与重郎　　 展転社 2013

217.3 セキカ 古代に行った男ありけり　古代の心象風景を出雲に探る　　　　 関和彦　　 今井出版 2013

217.3 ムラタ 出雲国造家文書　　　　　 村田正志　　 清文堂出版 1993



221.035 フルセ 広開土王碑拓本の新研究　　　　　 古瀬奈津子　　 同成社 2013

288.1 ヒラハ 謎の古代豪族葛城氏　　　　　 平林章仁　　 祥伝社 2013

288.41 ワタア 古代天皇への旅　雄略から推古まで　　　　 和田萃　　 吉川弘文館 2014

289 ウエノ 遣唐使阿倍仲麻呂の夢　　　                              角川選書　530 上野誠　　 角川学芸出版 2013

291.63 タニカ 大阪「地理・地名・地図」の謎　意外と知らない“上方”の歴史を読み解く！じっぴコンパクト新書　159 谷川彰英　　 実業之日本社 2013

291.65 スカタ 大和めぐり　　　　　 菅田濱次郎　　 奈良県観光連合会 1936

291.65 ワタア 古代大和を歩く　　　　歴史の旅　 和田萃　　 吉川弘文館 2013

322.134 オオツ 律令制とはなにか　　　                                  　 日本史リブレット　73 大津透　　 山川出版社 2013

367 ソウコ 女性官僚の歴史　古代女官から現代キャリアまで　　　　 総合女性史学会　　 吉川弘文館 2013

386.8 ホシノ 民俗芸能探訪ガイドブック　　　　　 星野紘　宮田繁幸　久保田裕道 国書刊行会 2013

488 ニホン 奈良の野鳥ものがたり　今、自然におきていること　　　　 日本野鳥の会奈良支部　小船武司　 トンボ出版 2013

682 ススキ 古代山国の交通と社会　　　　　 鈴木靖民　吉村武彦　加藤友康 八木書店 2013

682 ハツト 近畿地方の歴史の道　第１巻　大阪１　　　    歴史の道　調査報告書集成　1 服部英雄　磯村幸雄　大阪府教育委員会海路書院 2005

682 ハツト 近畿地方の歴史の道　第５巻　奈良２　　　    歴史の道　調査報告書集成　5 服部英雄　磯村幸雄　奈良県教育委員会海路書院 2005

708 ニホン 若冲・応挙、みやこの奇想　江戸時代Ⅲ　　　 日本美術全集　14 辻惟雄　　 小学館 2013

708 ニホン 東大寺と正倉院　奈良時代Ⅱ　　　              日本美術全集　3 浅井和春　　 小学館 2013

718 ナラコ 奈良時代の塑造神将像　　　　　 奈良国立博物館　　 中央公論美術出版 2010

721.2 アオヤ 近代のやまと絵　古典美の再発見　　　　 青山訓子　　 岐阜県美術館 1998

721.2 シモハ 近世やまと絵再考　日・英・米それぞれの視点から　　　　 下原美保　彬子女王　渡辺俊夫 星雲社 2013



721.2 トウキ やまと絵の世界　古典の美とこころ　万葉から現代　開館５周年記念特別展　　　東京富士美術館　　 東京富士美術館 1988

721.8 シラク 歌川広重　　　　                                        今、浮世絵が面白い！　3 白倉敬彦　　 学研パブリッシング 2013

721.8 シラク 歌川国芳　　　　                                        今、浮世絵が面白い！　6 白倉敬彦　　 学研パブリッシング 2013

721.8 シラク 東洲斎写楽　　　                             　        今、浮世絵が面白い！　4 白倉敬彦　　 学研パブリッシング 2013

721.8 シラク 鈴木春信　　　　                                        今、浮世絵が面白い！　5 白倉敬彦　　 学研パブリッシング 2013

721.9 サトウ 「朦朧」の時代　大観、春草らと近代日本画の成立　　　　 佐藤志乃　　 人文書院 2013

721.9 ニシノ 松岡映丘画稿展　ヤマトエノキョショウ　　　　 西宮市大谷記念美術館　　 西宮市大谷記念美術館 1977

721.9 ヒラマ 画家と庭　　　　　 平松礼二　平松裕子　中嶋秀磨 求龍堂 2013

753 オカタ 正倉院染織品の研究　　　　　 尾形充彦　　 思文閣出版 2013

798 カカワ 伝説の迷路　ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ　　　　 香川元太郎　　 PHP研究所 2013

798 カカワ 物語の迷路　アンデルセンから宮沢賢治の世界まで　　　　 香川元太郎　　 PHP研究所 2012

801.1 アンヌ 世界の文字の歴史文化図鑑　ビジュアル版　ヒエログリフからマルチメディアまで　　　アンヌ＝マリー・クリスタン　澤田治美　 柊風舎 2012

813.2 アルカ 難字・異体字典　新装版　　　　 有賀要延　　 国書刊行会 2012

910.2 クホタ 富士山の文学　　　　                                 角川ソフィア文庫　18070 久保田淳　　 角川学芸出版 2013

910.4 カクシ 上代Ⅰ（平成２３年版）　　　　　　　　　　　　      国文学年次別論文集　 学術文献刊行会　　 朋文出版 2013

910.4 カクシ 上代Ⅱ（平成２３年版）　　　　　　　　　　　　      国文学年次別論文集　 学術文献刊行会　　 朋文出版 2014

911.102 カトカ 歌人　　　　　 角川『短歌』編集部　　 角川学芸出版 2014

911.147 ヨシカ 百人一首の基本　マンガで覚える図解　　　　 吉海直人　　 土屋書店 2013

913.2 クトウ 古代研究の新地平　始原からのアプローチ　　　　 工藤隆　　 三弥井書店 2013



913.2 サイト 古事記はいかに読まれてきたか　〈神話〉の変貌　　　　 斎藤英喜　　 吉川弘文館 2013

914.6 トナル 私が日本人になった理由　日本語に魅せられて　　　　 ドナルド・キーン　　 PHP研究所 2013

M ウエノ 万葉集の心を読む　　　　                                   角川ソフィア文庫　18268 上野誠　　 KADOKAWA 2013

M9 リケン 韓国語訳万葉集４　　　　　 李妍淑　　 2013

M9 リケン 韓国語訳万葉集５　　　　　 李妍淑　　 2013

P アスカ 季刊　明日香風　第２７号～第３６号　　昭和６３～平成２年　　 飛鳥保存財団　　 飛鳥保存財団 1988

P アスカ 季刊　明日香風　第３７号～第４８号　　平成３～平成５年　　 飛鳥保存財団　　 飛鳥保存財団 1991

P アスカ 季刊　明日香風　第４９号～第６０号　　平成６～平成８年　　 飛鳥保存財団　　 飛鳥保存財団 1994

P アスカ 季刊　明日香風　第６１号～第７４号　　平成９～平成１２年　　 飛鳥保存財団　　 飛鳥保存財団 1997

P シヨウ 上代文学　第１０２号～第１０５号　　平成２１年～平成２２年　　 上代文学会　　 上代文学会 2009

P シヨウ 上代文学　第９８号～第１０１号　　平成１９年～平成２０年　　 上代文学会　　 上代文学会 2007

P フトキ 風土記研究　創刊号～第３号　昭和６０～６１年　　　　 兵庫教育大学国文学研究室　　 兵庫教育大学国文学研究室 1985

P フトキ 風土記研究　第１０号～第１２号　平成２～３年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 1990

P フトキ 風土記研究　第１３号～第１５号　平成３～４年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 1991

P フトキ 風土記研究　第１６号～第１８号　平成５～６年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 1993

P フトキ 風土記研究　第１９号～第２１号　平成６～７年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 1994

P フトキ 風土記研究　第２２号～第２５号　平成８～１２年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 1996

P フトキ 風土記研究　第２６号～第３１号　平成１３～１９年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 2001

P フトキ 風土記研究　第３２号～第３５号　平成２０～２４年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 2008



P フトキ 風土記研究　第４号～第６号　昭和６２～６３年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 1987

P フトキ 風土記研究　第７号～第９号　平成元年～２年　　　　 風土記研究会　　 風土記研究会 1989

P マンヨ 万葉　第１９４号～第１９９号　平成１８～１９年　万葉学会報　　　 万葉学会　　 万葉学会 2006

P マンヨ 万葉　第２００号～第２０５号　平成２０～２１年　万葉学会報　　　 万葉学会　　 万葉学会 2008

P マンヨ 万葉　第２０６号～第２１０号　平成２２～２３年　万葉学会報　　　 万葉学会　　 万葉学会 2010

P ミフク 万葉研究誌　美夫君志　第七十二号～第七十七号　　　　 美夫君志会　　 美夫君志会 2006

P ミフク 万葉研究誌　美夫君志　第七十八号～第八十二号　　　　 美夫君志会　　 美夫君志会 2009

P モツカ 木簡研究　三十五　　　　　 木簡学会　　 木簡学会 2013

P モツカ 木簡研究　三十四　　　　　 木簡学会　　 木簡学会 2012


