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

010 クワハ 芸亭院　日本最初の公開図書館　　　　 桑原蓼軒　　 芸亭院創始千二百年記念会1955

020 イソヘ 東アジア典籍文化研究　　　　　 磯部彰　　 塙書房 1962

121.52 フシタ 本居宣長と平田篤胤　　　　　 藤田徳太郎　　 丸岡出版社 2013

175 オカタ 全国「一の宮」めぐり　69の神社で、ふるさとの神さまに出会う旅　太陽の地図帖　おとなの「旅」の道案内　別冊太陽　24岡田荘司　　 平凡社 2014

182.88 ニホン 行基　民衆の導者　　　　　　　日本の名僧　2 速水侑　　 吉川弘文館 2013

182.88 ニホン 最澄　山家の大師　　　　　　　日本の名僧　3 大久保良峻　　 吉川弘文館 2013

182.88 ニホン 空海　密教の聖者　　　　　　　日本の名僧　4 高木訷元　岡村圭真　 吉川弘文館 2014

182.88 ニホン 空也　浄土の聖者　　　　　　　日本の名僧　5 伊藤唯真　　 吉川弘文館 2014

182.88 ニホン 重源　旅の勧進聖　　　　　　　日本の名僧　6 中尾堯　　 吉川弘文館 2014

182.88 ニホン 叡尊・忍性　持戒の聖者　　　日本の名僧　10 松尾剛次　　 吉川弘文館 2014

182.9 コント 行基と知識集団の考古学　　　　　 近藤康司　　 清文堂出版 2013

188 ソウホ 鬼と行者さま　　　　　 総本山金峯山寺　松田大児　 コミニケ出版 2014

210.025 イチノ 古墳と現代社会　　　　　　　　古墳時代の考古学　10 一瀬和夫　福永伸哉　北條芳隆 同成社 2014

210.025 ヒラカ 出土文字に新しい古代史を求めて　　　　　 平川南　　 同成社 2013

210.025 マツキ 楽しい古墳案内　太陽の地図帖　おとなの「旅」の道案内　　別冊太陽　23 松木武彦　　 平凡社 2012

210.029 カツヤ 南都寺院文書の世界　　　　　 勝山清次　　 思文閣出版 2013

210.029 ワタナ 日本古代文書研究　　　　　 渡辺滋　　 思文閣出版 2013

210.04 カシハ 日本古文化論攷　　　　　 橿原考古学研究所　　 吉川弘文館 2013

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十一巻　　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2004



210.088 コウカ 続日本紀史料　第十二巻　　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2003

210.088 コウカ 続日本紀史料　第十三巻　　　　　 皇学館大学史料編纂所　　 皇学館大学出版部 2005

210.088 ナイカ 明法条々勘録　公家新制四十一箇条　法曹類林　　内閣文庫所蔵史籍叢刊古代中世篇　3小口雅史　鹿内浩胤　新井重行 汲古書院 2004

210.1 ナラタ 平城京の謎　　　　　　　　　　　　　　　 奈良大ブックレット　1 東野治之　寺崎保広　山川均 ナカニシヤ出版 2004

210.1 ナラタ 縄文人の祈りと願い　　　　　　　　　　 奈良大ブックレット　2 瀬口眞司　永野仁　岡田憲一 ナカニシヤ出版 2004

210.1 ナラタ 飛鳥と斑鳩　道で結ばれた宮と寺　　奈良大ブックレット　3 酒井龍一　荒木浩司　相原嘉之 ナカニシヤ出版 2014

210.1 ナラタ 邪馬台国からヤマト王権へ　　　　　　奈良大ブックレット　4 橋本輝彦　白石太一郎　坂井秀弥 ナカニシヤ出版 2014

210.12 ホウセ タブノキ　　　　                            ものと人間の文化史　165 山形健介　　 法政大学出版局 2014

210.18 コウチ 東アジア交流史のなかの遣唐使　　　　　 河内春人　　 汲古書院 2014

210.3 ススキ 訳註日本古代の外交文書　　　　　 鈴木靖民　金子修一　石見清裕 八木書店 2011

210.3 ニシヤ 古代・中世の時空と依存　　　　　 西谷地晴美　　 塙書房 2014

210.3 ヒロセ 古代日本外交史　東部ユーラシアの視点から読み直す　　　講談社選書メチエ　569廣瀬憲雄　　 講談社 2014

210.3 ミナカ 日本古代王権と唐物交易　　　　　 皆川雅樹　　 吉川弘文館 2014

210.3 モリイ 鎮めとまじないの考古学　下　鎮壇具からみる古代　　　 森郁夫　薮中五百樹　 雄山閣 2014

210.32 アイハ 巨大古墳と古代天皇陵の謎　歴史REAL　　　洋泉社MOOK　 相原精次　春日和夫　 洋泉社 2014

210.32 シオヤ 前方後円墳の築造と儀礼　　　　　 塩谷修　　 同成社 2014

210.32 タカタ 古墳時代の日朝関係　新羅・百済・大加耶と倭の交渉史　　　　 高田貫太　　 吉川弘文館 2014

210.33 タケタ 信仰の王権聖徳太子　太子像をよみとく　　　中公新書　1165 武田佐知子　　 中央公論社 2014

210.33 ニシモ 飛鳥・藤原と古代王権　　　　                     同成社古代史選書　11 西本昌弘　　 同成社 2014

210.36 ヨシノ 日本古代の内裏運営機構　　　　　 芳之内圭　　 塙書房 2011



210.37 クラモ 藤原道長「御堂関白記」　全現代語訳　上　　講談社学術文庫　1947 倉本一宏　　 講談社 2006

210.37 クラモ 藤原道長「御堂関白記」　全現代語訳　中　　講談社学術文庫　1948 倉本一宏　　 講談社 1997

210.37 クラモ 藤原道長「御堂関白記」　全現代語訳　下　　講談社学術文庫　1949 倉本一宏　　 講談社 1994

212 フチハ 平安期東北支配の研究　　　　　 渕原智幸　　 塙書房 2013

212.1 オカタ 三内丸山遺跡　　　                              　日本の遺跡　48 岡田康博　　 同成社 2014

213 コタイ 代の災害復興と考古学　　　　                  古代東国の考古学　2 高橋一夫　田中広明　 高志書院 2013

216.5 イカル 斑鳩町史　　　　　 斑鳩町史編集委員会　　 斑鳩町役場 1976

216.5 イカル 斑鳩町史　史料編　　　　 斑鳩町史編集委員会　　 斑鳩町役場 1976

216.5 イカル 斑鳩町史　続史料編　　　　 斑鳩町史編集委員会　　 斑鳩町役場 1977

216.5 イケタ 二上村史　　　　　 池田末則　　 二上村教育委員会 1976

216.5 ウタノ 菟田野町史　　　　　 菟田野町史編集委員会　　 菟田野町役場 1993

216.5 オオミ 大三輪町史　　　　　 大三輪町史編集委員会　　 大三輪町役場 2014

216.5 カシハ 橿原考古学研究所論集　第十六　　　　　 奈良県立橿原考古学研究所　菅谷文則　相原嘉之八木書店 2014

216.5 カシハ 香芝町史　　　　　 香芝町史調査委員会　　 香芝町役場 2010

216.5 カシハ 香芝町史　史料編　　　　 香芝町史調査委員会　　 香芝町役場 2010

216.5 カシハ 壁画古墳　高松塚　調査中間報告　　　　 橿原考古学研究所　　 奈良県教育委員会　奈良県明日香村1973

216.5 カンマ 上牧町史　　　　　 上牧町史編集委員会　　 上牧町役場 2007

216.5 カンマ 上牧町史　史料編　　　　 上牧町史編集委員会　　 上牧町役場 2009

216.5 コウリ 広陵町史　　　　　 広陵町史編集委員会　　 広陵町役場 2009

216.5 コシヨ 五條市史　上　　　　 五條市史調査委員会　　 五條市史刊行会 2013



216.5 コシヨ 五條市史　下　　　　 五條市史調査委員会　　 五條市史刊行会 2013

216.5 コセシ 御所市史　　　　　 御所市史編纂委員会　　 御所市役所 2014

216.5 サンコ 三郷町史　上　　　　 三郷町史編集委員会　　 三郷町役場 2014

216.5 サンコ 三郷町史　下　　　　 三郷町史編集委員会　　 三郷町役場 2014

216.5 シモイ 大和下市史　　　　　 下市町史編纂委員会　　 下市町教育委員会 2014

216.5 シモイ 大和下市史　続編　　　　 下市町史編纂委員会　　 下市町教育委員会 2013

216.5 シモイ 大和下市史　資料編　　　　 下市町史編纂委員会　　 下市町教育委員会 2013

216.5 タイマ 當麻町史　　　　　 当麻町史編集委員会　　 当麻町教育委員会 1977

216.5 タイマ 當麻町史　続編　　　　 当麻町史編集委員会　　 当麻町教育委員会 1959

216.5 テンリ 天理市史　　　　　 天理市史編纂委員会　　 天理市役所 2013

216.5 テンリ 天理市史　史料集　　　　 天理市史編纂委員会　　 天理市役所 2013

216.5 テンリ 改訂天理市史　上　　　　 天理市史編さん委員会　　 天理市役所 2013

216.5 テンリ 改訂天理市史　下　　　　 天理市史編さん委員会　　 天理市役所 1997

216.5 テンリ 改訂天理市史　史料編　第一巻　　　1 天理市史編さん委員会　　 天理市役所 1997

216.5 テンリ 改訂天理市史　史料編　第二巻　　　2 天理市史編さん委員会　　 天理市役所 1997

216.5 テンリ 改訂天理市史　史料編　第三巻　　　3 天理市史編さん委員会　　 天理市役所 1998

216.5 テンリ 改訂天理市史　史料編　第四巻　　　4 天理市史編さん委員会　　 天理市教育委員会事務局1998

216.5 テンリ 改訂天理市史　史料編　第五巻　　　5 天理市史編さん委員会　　 天理市教育委員会事務局1998

216.5 テンリ 改訂天理市史　付録　　　　 天理市史編さん委員会　　 天理市教育委員会事務局1990

216.5 トイミ 奈良県銘文集成　　　　　 土井實　　 大和歴史館研究会 1958



216.5 ナフン 奈良国立文化財研究所年報　1997-Ⅰ　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所2014

216.5 ナフン 奈良国立文化財研究所年報　1997-Ⅱ　飛鳥地域等の調査　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所2011

216.5 ナフン 奈良国立文化財研究所年報　1997-Ⅲ　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所2012

216.5 ナフン 奈良国立文化財研究所年報　1998-Ⅰ　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所2013

216.5 ナフン 奈良国立文化財研究所年報　1998-Ⅱ　飛鳥地域等の調査　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所2013

216.5 ナフン 奈良国立文化財研究所年報　1998-Ⅲ　　　　 奈良国立文化財研究所　　 奈良国立文化財研究所2013

216.5 ナラシ 奈良市史　考古編　　　　 奈良市史編集審議会　　 奈良市 1993

216.5 ナラシ 奈良市史　民俗編　　　　 奈良市史編集審議会　　 奈良市 1958

216.5 ナラシ 奈良市史　地理編　　　　 奈良市史編集審議会　　 奈良市 1958

216.5 ナラシ 奈良市史　自然編　　　　 奈良市史編集審議会　　 奈良市 1965

216.5 ナラシ 奈良市史　美術編　　　　 奈良市史編集審議会　　 奈良市 1965

216.5 ナラシ 奈良市史　書跡編　　　　 奈良市史編集審議会　　 奈良市 1976

216.5 ハイハ 榛原町史　　　　　 榛原町史編集委員会　　 榛原町役場 2012

216.5 ヘクリ 平群町史　　　　　 平群町史編集委員会　　 平群町役場 1959

222.04 フシタ 東アジアの資料学と情報伝達　　　　　 藤田勝久　　 汲古書院 1974

281.035 ニチカ 人物レファレンス事典　Ⅰ　古代・中世編　　　　 日外アソシエーツ　　 日外アソシエーツ 1958

281.035 ニチカ 人物レファレンス事典　Ⅱ　近世編　　　　 日外アソシエーツ　　 日外アソシエーツ 1958

289 ミキヨ 五島慶太伝　　　　　 三鬼陽之助　　 東洋書館 1977

290.2 ヒラマ 史跡名勝天然記念物　写真と解説　東日本の部　　　 平間修　斎藤忠　黒板昌夫 吉川弘文館 1977

290.2 ヒラマ 史跡名勝天然記念物　写真と解説　西日本の部　　　 平間修　斎藤忠　黒板昌夫 吉川弘文館 1977



322.134 ヒラカ 律令国郡里制の実像　上　　　　 平川南　　 吉川弘文館 1977

322.134 ヒラカ 律令国郡里制の実像　下　　　　 平川南　　 吉川弘文館 1977

382.22 オカヘ 神話と自然宗教　中国雲南省少数民族の精神世界　　　　 岡部隆志　　 三弥井書店 1979

382.22 モリヤ ソグドからウイグルへ　シルクロード東部の民族と文化の交流　　　　 森安孝夫　　 汲古書院 1979

383.1 タケタ いにしえから架かる虹　時と装いのフーガ　　　　 武田佐知子　　 いりす

383.1 タケタ 古代日本の衣服と交通　装う王権つなぐ道　　　　 武田佐知子　　 思文閣出版 1968

383.1 タケタ 着衣する身体と女性の周縁化　　　　　 武田佐知子　　 思文閣出版 1968

387 ハナヘ まじないの文化誌　　　　　 花部英雄　　 三弥井書店 1968

470 マキノ 続牧野植物随筆　　　　　 牧野富太郎　　 鎌倉書房 1970

470 マキノ 続植物記　　　　　 牧野富太郎　　 櫻井書店 1971

471 タケタ 高山の植物　　　　                               アルス文化叢書　1 武田久吉　　 アルス 1972

521.82 ホリウ 日本古代都市史研究　古代王権の展開と変容　　　　 堀内明博　　 思文閣出版 1973

616 モリナ 稲の日本史　　　　稲作史研究叢書第一集　1 盛永俊太郎　　 農林協会 1956

702.17 スキモ 正倉院あぜくら通信　宝物と向き合う日々　　　　 杉本一樹　　 淡交社 1979

702.17 ヨネタ 正倉院美術館　ザ・ベストコレクション　　　　 米田雄介　杉本一樹　 講談社 1963

718 オカワ 雲岡の石窟　　　　　 小川晴暘　　 新潮社 1979

721.025 ヤスム 江戸絵画の非常識　近世絵画の定説をくつがえす　　　日本文化私の最新講義　1安村敏信　　 敬文舎 1976

910.2 ハラミ 古典にみる日本人の生と死　いのちへの旅　　　明治大学人文科学研究所叢書　原道生　金山秋男　居駒永幸 笠間書院 1976

910.23 ウスタ 上代日本文学選　　　                           日本文学選　1 臼田甚五郎　　 三弥井書店 1976

910.4 フクタ 日本文学の原風景　　　　                      三弥井選書　19 福田晃　　 三弥井書店 1978



911.101 カロン 歌論歌学集成　7 川村晃生　鈴木淳　 三弥井書店 1958

911.142 コミフ 藤原定家　芸術家の誕生　　　               日本史リブレット人　30 五味文彦　　 山川出版社 1957

913.21 ススキ 古事記の文章とその享受　　　　             新典社研究叢書　221 鈴木啓之　　 新典社 1948

913.21 ムラカ 古事記の構想と神話論的主題　　　　　 村上桃子　　 塙書房 1956

913.37 セツワ 説話から世界をどう解き明かすのか　説話文学会設立５０周年記念シンポジウム［日本・韓国］の記録　　　　説話文学会　　 笠間書院 1970

921 アタチ 気ままに漢詩キブン　　　　                 ちくまプリマー新書　210 足立幸代　三上英司　 筑摩書房 1972

M イチノ 万葉集編纂構想論　　　　　 市瀬雅之　城﨑陽子　村瀬憲夫 笠間書院 1944

M タケタ 万葉自然　　　　　 武田祐吉　　 弘文社 1943

M ヒカシ 古代の暦で楽しむ万葉集の春夏秋冬　　　　　 東茂美　　 笠間書院 1941

M565 フタカ 明日香の万葉を歩く　万葉故地・歌碑と寺社・史跡めぐり　上　　　 二川曉美　　 奈良新聞社 1946

M565 フタカ 明日香の万葉を歩く　万葉故地・歌碑と寺社・史跡めぐり　下　　　 二川曉美　　 奈良新聞社 1954


