
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

019 ウエノ 古典不要論への反撃！？書評劇場　　　　　 上野誠　　 笠間書院 2015

020 タイカ 和書のさまざま　　　　　 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館　中村康夫　和泉書院 2015

081 シンテ 日本書紀　乾元本一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新天理図書館善本叢書　2天理大学附属天理図書館　　 八木書店 2015

148 ヤマシ 平安時代陰陽道史研究　　　　　 山下克明　　 思文閣出版 2015

162 ウエノ 日本人にとって聖なるものとは何か　　　　       　　  中公新書　2302 上野誠　　 中央公論新社 2015

182.88 サイト 中国五台山竹林寺の研究　円仁（慈覚大師）の足跡を訪ねて　　　　 斎藤忠　　 第一書房 1998

182.88 サイト 中国天台山諸寺院の研究　日本僧侶の足跡を訪ねて　　　　 斎藤忠　　 第一書房 1998

182.88 タケウ 空海伝の研究　後半生の軌跡と思想　　　　 武内孝善　　 吉川弘文館 2015

185 サイト 石窟寺院の研究　インド・中国・韓国・日本の系譜を求めて　　　　 斎藤忠　　 第一書房 1999

188.2 タカタ 法隆寺学のススメ　知られざる一四〇〇年の軌跡　　　　 高田良信　　 雄山閣 2015

188.2 ホウリ 南北朝期　法隆寺記録　南都寺社史料集１　　　　　　岩田書院史料選書　3 「法隆寺記録」を読む会　河野昭昌　 岩田書院 2014

210.03 イセキ 北方古代文化の邂逅　カリカリウス遺跡　　　　　　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　98椙田光明　　 新泉社 2014

210.03 イセキ 弥生集落像の原点を見直す　登呂遺跡　　　　　　　 　シリーズ「遺跡を学ぶ」　99岡村渉　　 新泉社 2014

210.03 イセキ 「旧石器時代」の発見　岩宿遺跡　　　　　　　　　     　シリーズ「遺跡を学ぶ」　100小菅将夫　　 新泉社 2014

210.03 ススキ 造像銘・墓誌・鐘銘　美しい文字を求めて　金石文学入門Ⅱ　技術篇　　 鈴木勉　　 雄山閣 2013

210.03 フルオ 漆紙文書と漆工房　　　　　 古尾谷知浩　　 名古屋大学出版会 2014

210.18 オオツ 百済王氏と古代日本　　　　　 大坪秀敏　　 雄山閣 2008



210.2 タツミ 古代をみる眼　考古学が語る日本文化の深層　　　　 辰巳和弘　　 新泉社 2015

210.27 オオタ 金印再考　委奴国・阿曇氏・志賀島　　　　 大谷光男　　 雄山閣 2014

210.27 ススキ 「漢委奴国王」金印・誕生時空論　金石文学入門Ⅰ　金属印章篇　　　 鈴木勉　　 雄山閣 2010

210.3 コウチ 日本古代君主号の研究　倭国王・天子・天皇　　　　 河内春人　　 八木書店 2015

210.3 セキク 日本古代地域編成史序説　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代史研究叢書　9 関口功一　　 岩田書院 2015

210.3 アヘキ 日本古代都城制と城柵の研究　　　　　 阿部義平　　 吉川弘文館 2015

210.3 ミソク 日本古代の地域と社会統合　　　　　 溝口優樹　　 吉川弘文館 2015

210.3 ヤマタ 怨霊・怪異・伊勢神宮　　　　　 山田雄司　　 思文閣出版 2014

210.34 サトナ 天上の虹　　　　　23 里中満智子　　 講談社 2015

210.35 オオミ 平城京の住宅事情　貴族はどこに住んだのか　　　   歴史文化ライブラリー　396近江俊秀　　 吉川弘文館 2015

213.3 クマク 古代東国の王者　上毛野氏の研究　改訂増補版　　　 熊倉浩靖　　 雄山閣 2008

214.2 ネスア 古代越中の律令機構と荘園・交通　　　　　　　　　　　　古代史研究叢書　10 根津明義　　 岩田書院 2015

216.3 タカツ 藤原鎌足と阿武山古墳　　　　　 高槻市教育委員会　　 吉川弘文館 2015

217.3 シマネ 島根の国絵図　出雲・石見・隠岐　　　　 島根大学附属図書館　　 今井出版 2012

219.1 キユウ 大宰府古文化論叢　下巻　九州歴史資料館開館十周年記念　　　 九州歴史資料館　　 吉川弘文館 1983

288.1 ニホン 紀氏の研究　紀伊国造と古代国家の展開　　　      日本古代氏族研究叢書　2 寺西貞弘　　 雄山閣 2013

288.1 ニホン ワニ氏の研究　　　　                                       日本古代氏族研究叢書　3 加藤謙吉　　 雄山閣 2013

288.1 ニホン 大神氏の研究　　　　                                      日本古代氏族研究叢書　4 鈴木正信　　 雄山閣 2014



289 キモト 藤原四子　国家を鎮安す　　　　　　　　　　　　　　　   ミネルヴァ日本評伝選　 木本好信　　 ミネルヴァ書房 2013

289 キモト 藤原種継　都を長岡に遷さむとす　　　　　　　　　   　ミネルヴァ日本評伝選　 木本好信　　 ミネルヴァ書房 2015

291.65 モリタ 『大和名所図会』のおもしろさ　　　　　　　　　　　　　　上方文庫別巻シリーズ　5 森田恭二　　 和泉書院 2015

322.13 イシユ 古代の女性官僚　女官の出世・結婚・引退　　　　　 歴史文化ライブラリー　390 伊集院葉子　　 吉川弘文館 2015

322.13 ヤナキ 律令制と正倉院の研究　　　　　 柳雄太郎　　 吉川弘文館 2015

499 キノシ 歴代日本薬局方収載生薬大事典　　　　　 木下武司　　 ガイアブックス 2015

526 アフロ 建築がすごい世界の美術館　　　　　 アフロ　青野尚子　山内宏康 パイインターナショナル2015

611 シヨウ 古代の都市と条里　　　　　 条里制・古代都市研究会　金田章裕　舘野和己吉川弘文館 2015

705 ネスヒ 此君　４号　特集　春日信仰の絵画と史料　　　　　　　根津美術館紀要　4 根津美術館　　 根津美術館 2013

714 サイト 幢竿支柱の研究　　　　　　　　　　　　　　   アジアの特殊仏教石造文化財の系譜Ⅰ　　　　斎藤忠　　 第一書房 2003

721.02 コガヒ 原本『古画備考』のネットワーク　　　　　 古画備考研究会　　 思文閣出版 2013

721.8 マツモ 風俗絵画の文化学Ⅱ　虚実をうつす機知　　　　 松本郁代　出光佐千子　彬子女王 思文閣出版 2012

721.9 ウエム 上村松園　　　　　 上村松園　上村松篁　塩川京子 光村推古書院 2010

721.9 タケウ 竹内栖鳳　　　　　 竹内栖鳳　平野重光　 光村推古書院 2013

723 センシ 名画は語る　　　　　 千住博　　 キノブックス 2015

756 コント 日本古代の武具　『国家珍宝帳』と正倉院の器仗　　　　 近藤好和　　 思文閣出版 2014

798 マスタ 絵双六　その起源と庶民文化　　　　 桝田静代　　 京阪奈情報教育出版 2014

810.23 クマク 日本語誕生の時代　上野三碑からのアプローチ　　　　 熊倉浩靖　　 雄山閣 2014



910.8 アオキ 古事記の文学研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木周平著作集　上巻 青木周平　　 おうふう 2015

911.15 タナカ 春日懐紙　（大中臣親泰・中臣祐基）　　　　 田中大士　　 汲古書院 2014

911.63 フルハ 古代歌謡とはなにか　読むための方法論　　　　 古橋信孝　居駒永幸　 笠間書院 2015

913.2 セママ 記紀の表記と文字表現　　　　　 瀬間正之　　 おうふう 2015

913.22 マツク 『日本書紀』の天皇像と神祇伝承　　　　　 松倉文比古　　 雄山閣 2009

913.23 イノウ 「常陸国風土記」の世界　古代史を読み解く１０１話　　　　 井上辰雄　　 雄山閣 2010

918 シンソ 今昔物語集　本朝世俗部　一　　                     新潮日本古典集成〈新装版〉　阪倉篤義　本田義憲　川端善明 新潮社 2015

918 シンソ 今昔物語集　本朝世俗部　二　                       新潮日本古典集成〈新装版〉　 阪倉篤義　本田義憲　川端善明 新潮社 2015

918 シンソ 今昔物語集　本朝世俗部　三　　　　　　　　　　　 　新潮日本古典集成〈新装版〉　阪倉篤義　本田義憲　川端善明 新潮社 2015

918 シンソ 今昔物語集　本朝世俗部　四　　　　　　　　　　　 　新潮日本古典集成〈新装版〉　阪倉篤義　本田義憲　川端善明 新潮社 2015

919.3 シンセ 新撰万葉集注釈　巻上二　　　　　　　　　　　　　　 　研究叢書　346 新撰万葉集研究会　　 和泉書院 2006

M マツオ よみたい万葉集　　　　　 松岡文　森花絵　まつしたゆうり 西日本出版社 2015

M565 ナカニ 中西進の万葉こころ旅　４　　　　　 中西進　　 奈良テレビ放送 2015


