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022.39 ナカノ ちりめん本影印集成　日本昔噺輯篇　第１冊英語版　　　 中野幸一　榎本千賀　 勉誠出版 2014

022.39 ナカノ ちりめん本影印集成　日本昔噺輯篇　第２冊フランス語版・イタリア語版・ロシア語版 中野幸一　榎本千賀　 勉誠出版 2014

022.39 ナカノ ちりめん本影印集成　日本昔噺輯篇　第３冊ドイツ語版・ポルトガル語版・スウェーデン語版中野幸一　榎本千賀　 勉誠出版 2014

022.39 ナカノ ちりめん本影印集成　日本昔噺輯篇　第４冊スペイン語版・カタログ３種　　　 中野幸一　榎本千賀　 勉誠出版 2014

162 コクリ 東アジアの宗教文化　越境と変容　　　　 国立歴史民俗博物館　松尾恒一　 岩田書院 2014

180.3 スエキ 仏教の事典　　　　　 末木文美士　下田正弘　堀内伸二 朝倉書店 2014

182.1 オオク 奈良時代の官人社会と仏教　　　　                             日本仏教史研究叢書 大艸啓　　 法蔵館 2014

182.88 ソネマ 空海　日本密教を改革した遍歴行者　　                       日本史リブレット人　12曾根正人　　 山川出版社 2012

185 ウエハ 古代寺院の資産と経営　寺院資財帳の考古学　　　　 上原真人　　 すいれん舎 2014

185.965 ヒロオ 佛足石記佛足跡歌碑歌研究　　　　                              研究叢書　450 廣岡義隆　　 和泉書院 2015

188 オノカ 入唐求法行歴の研究　上　智證大師円珍篇　　　 小野勝年　　 法蔵館 2014

188 オノカ 入唐求法行歴の研究　下　智證大師円珍篇　　　 小野勝年　　 法蔵館 2014

188 ガンゴ わかる！元興寺　元興寺公式ガイドブック　　　　 元興寺　元興寺文化財研究所　辻村泰善ナカニシヤ出版 2014

210.026 カメタ 古代木簡と地域社会の研究　　　　                              歴史科学叢書 亀谷弘明　　 校倉書房 2011

210.08 イワナ 原始・古代１　　　                                                   岩波講座日本歴史　1 大津透　桜井秀治　藤井譲治 岩波書店 2013

210.08 シンタ 国家史　　　　                                                        新体系日本史　1 宮地正人　佐藤信　五味文彦 山川出版社 2006

210.08 シンタ 政治社会思想史　　                                                新体系日本史　4 宮地正人　河内祥輔　藤井讓治 山川出版社 2010
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210.08 シンタ ジェンダー史　　　　                                                 新体系日本史　9 大口勇次郎　成田龍一　服藤早苗 山川出版社 2014

210.08 シンタ 流通経済史　　　　                                                  新体系日本史　12 桜井英治　中西聡　 山川出版社 2002

210.08 シンタ 生活文化史　　　　                                                  新体系日本史　14 小泉和子　　 山川出版社 2014

210.08 シンタ 宗教社会史　　　　                                                  新体系日本史　15 高埜利彦　安田次郎　 山川出版社 2012

210.08 シンタ 教育社会史　　　　                                                  新体系日本史　16 辻本雅史　沖田行司　 山川出版社 2002

210.1 スタツ 現代を生きる日本史　　　　                                        岩波テキストブックスα須田努　清水克行　 岩波書店 2014

210.1 ハイシ 古代日本の勝者と敗者　　　　                                    敗者の日本史　4 荒木敏夫　　 吉川弘文館 2014

210.17 ウサミ 大地震　古記録に学ぶ　　　                                       読みなおす日本史 宇佐美龍夫　　 吉川弘文館 2014

210.2 イシノ 今、古代大和は　　　　　 石野博信　　 奈良新聞社 2014

210.3 シヨク 続日本紀と古代社会　創立六十周年記念　　　　 続日本紀研究会　直木孝次郎　市大樹 塙書房 2014

219.1 キユウ 大宰府古文化論叢　上巻　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

221.03 ハシモ 韓国古代木簡の研究　　　　　 橋本繁　　 吉川弘文館 2014

288.1 オキノ 姓氏・家紋・花押　　　　                                            読みなおす日本史 荻野三七彦　　 吉川弘文館 2014

288.41 カツウ 孝謙・称徳天皇　出家しても政を行ふに豈障らず　　       　ミネルヴァ日本評伝選勝浦令子　　 ミネルヴァ書房 2014

288.41 ヨシエ 天武天皇と持統天皇　律令国家を確立した二人の君主　　　日本史リブレット人　6義江明子　　 山川出版社 2014

291.65 クワハ 奈良大和路の紅葉　　　　奈良を愉しむ　 桑原英文　倉橋みどり　 淡交社 2014

313 コウチ 古代政治史における天皇制の論理　増訂版　　　　 河内祥輔　　 吉川弘文館 2014
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322.13 ナカム 地方官人たちの古代史　律令国家を支えた人びと　　　 歴史文化ライブラリー　386中村順昭　　 吉川弘文館 2014

449 オカタ 暦の大事典　　　　　 岡田芳朗　神田泰　佐藤次高 朝倉書店 2014

499.9 スキモ 日本本草学の世界　自然・医薬・民俗語彙の探究　　　　 杉本つとむ　　 八坂書房 2011

517 テイキ 帝京大学山梨文化財研究所研究報告　第１４集　　　　 帝京大学山梨文化財研究所　　 岩田書院 2010

521.82 オオミ 古代都城の造営と都市計画　　　　　 近江俊秀　　 吉川弘文館 2015

702.098 ナイト 舎利荘厳美術の研究　　　　　 内藤栄　　 青史出版 2014

702.16 フルタ 視覚と心象の日本美術史　作家・作品・鑑賞者のはざま　　　　 古田亮　　 ミネルヴァ書房 2014

708 ニホン 狩野派と遊楽図　江戸時代Ⅰ　　　                               日本美術全集　12 狩野博幸　　 小学館 2014

708 ニホン 浮世絵と江戸の美術　江戸時代Ⅳ　　                         　日本美術全集　15 大久保純一　　 小学館 2014

724.1 サトウ 画題で読み解く日本の絵画　　　　　 佐藤晃子　須山奈津希　 山川出版社 2014

726 イワキ 国宝トゥナイト　日本美術まんが　　　　 いわきりなおと　　 カンゼン 2010

768.2 サトウ 雅楽「源氏物語」のうたまい　　　　　 佐藤浩司　天理教道友社　 道友社 2012

910.23 マンヨ 論集上代文学　第三十五冊　　　　                                                    　35 万葉七曜会　　 笠間書院 2013

910.23 マンヨ 論集上代文学　第三十六冊　　　　　                                                    36 万葉七曜会　　 笠間書院 2014

910.268 アント 折口信夫　　　　　 安藤礼二　　 講談社 2015

910.268 ウエノ 折口信夫　魂の古代学　　　                                       角川ソフィア文庫　122上野誠　　 角川学芸出版 2014

910.4 ニホン 越境する言の葉　世界と出会う日本文学　日本比較文学会学会創立六〇周年記念論文集日本比較文学会　　 彩流社 2011
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911.1 ワタナ 和歌のルール　　　　　 渡部泰明　和歌文学会　上野誠 笠間書院 2014

913.21 カレル 古事記　古代日本の故事年代記　　　　 カレル　フィアラ　　 エクス・オリエンテ社 2013

913.22 ニホン 日本書紀研究　第二十九冊　横田健一先生追悼号　　　　                        29 日本書紀研究会　　 塙書房 2013

913.22 ニホン 日本書紀研究　第三十冊　第三十冊記念号　　　　                                 30 日本書紀研究会　　 塙書房 2014

913.37 ヤマク 日本霊異記と東アジアの仏教　　　　                           笠間叢書　378 山口敦史　　 笠間書院 2013

M タタカ 万葉語誌　　　　                                                     筑摩選書　0096 多田一臣　　 筑摩書房 2014

M241 オノテ 家持と恋歌　　　　                                                   塙選書　117 小野寺静子　　 塙書房 2013

M241 オノヒ 大伴家持　　　　                                              コレクション日本歌人選　042 小野寛　　 笠間書院 2013

M5 サカモ 日本全国万葉の旅　大和編　　　　 坂本信幸　村田右富実　牧野貞之 小学館 2014

M6 カワカ 万葉集名花百種鑑賞　　　　　 川上富吉　青島鞠子　 新典社 2015

M8 マンヨ 万葉集研究　第三十四集　　　　　                                                       34 稲岡耕二　神野志隆光　芳賀紀雄 塙書房 2013

M8 マンヨ 万葉集研究　第三十五集　　　　　                                                       35 稲岡耕二　神野志隆光　芳賀紀雄 塙書房 2014

M9 リケン 韓国語訳万葉集６　　　　　 李妍淑　　 2014

M9 リケン 韓国語訳万葉集７　　　　　 李妍淑　　 2014

P オオサ ヒストリア　第２２１号～第２２４号　　平成２２年～平成２３年　　 大阪歴史学会　　 大阪歴史学会 2010

P オオサ ヒストリア　第２２５号～第２３０号　　平成２３年～平成２４年　　 大阪歴史学会　　 大阪歴史学会 2011

P オオサ ヒストリア　第２３１号～第２３６号　　平成２４年～平成２５年　　 大阪歴史学会　　 大阪歴史学会 2012
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P オオサ ヒストリア　第２３７号～第２４２号　　平成２５年～平成２６年　　 大阪歴史学会　　 大阪歴史学会 2013

P カシハ 万葉　第２７号～３１号　万葉文庫 奈良県立橿原図書館　　 奈良県立橿原図書館

P シヨウ 上代文学　第１０６号～第１１１号　　平成２３年～平成２５年　　 上代文学会　　 上代文学会 2011

P マンヨ 万葉　第２１１号～第２１８号　平成２４～２６年　万葉学会報 万葉学会　　 万葉学会 2012

P ミフク 万葉研究誌　美夫君志　第八十三号～第八十八号　　　　 美夫君志会　　 美夫君志会 2012


