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210.025 ニホン 吉野ヶ里遺跡　復元された弥生大集落                                日本の遺跡 　2 七田忠昭　　 同成社 2005

210.025 ニホン 六郷山と田染荘遺跡　九州国東の寺院と荘園遺跡              日本の遺跡   4 櫻井成昭　　 同成社 2005

210.025 ニホン 瀬戸窯跡群　歴史を刻む日本の代表的窯跡群                    日本の遺跡   5 藤澤良祐　　 同成社 2005

210.025 ニホン 宇治遺跡群　藤原氏が残した平安王朝遺跡                        日本の遺跡   6 杉本宏　　 同成社 2006

210.025 ニホン 山陽道駅家跡　西日本の古代社会を支えた道と駅              日本の遺跡   11 岸本道昭　　 同成社 2006

210.025 ニホン 秋田城跡　最北の古代城柵                                              日本の遺跡   12 伊藤武士　　 同成社 2006

210.025 ニホン 侍塚古墳と那須国造碑　下野の前方後方墳と古代石碑　　　日本の遺跡   25 眞保昌弘　　 同成社 2008

210.025 ニホン 多賀城跡　古代国家の東北支配の要衝                              日本の遺跡　30 高倉敏明　　 同成社 2008

210.025 ニホン 上野三碑　古代史を語る東国の石碑                                   日本の遺跡　36 松田猛　　 同成社 2009

210.025 ニホン 難波宮跡　大阪に甦る古代の宮殿                                      日本の遺跡　37 植木久　　 同成社 2009

210.025 ニホン 伊勢国府・国分寺跡　掘り出された古代伊勢国の中枢         日本の遺跡　43 新田剛　　 同成社 2011

210.025 イセキ 北辺の海の民　モヨロ貝塚　　　                             シリーズ「遺跡を学ぶ」　1 米村衛　　 新泉社 2004

210.025 イセキ 天下布武の城　安土城　　                                  　シリーズ「遺跡を学ぶ」　2 木戸雅寿　　 新泉社 2004

210.025 イセキ 原始集落を掘る　尖石遺跡　　                            　シリーズ「遺跡を学ぶ」　4 勅使河原彰　　 新泉社 2004

210.025 イセキ 世界をリードした磁器窯　肥前窯　　                    　シリーズ「遺跡を学ぶ」　5 大橋康二　　 新泉社 2004

210.025 イセキ 五千年におよぶムラ　平出遺跡　　                     　シリーズ「遺跡を学ぶ」　6 小林康男　　 新泉社 2004

210.025 イセキ 豊饒の海の縄文文化　曽畑貝塚　　                   　シリーズ「遺跡を学ぶ」　7 木﨑康弘　　 新泉社 2004
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210.025 イセキ 氷河期を生き抜いた狩人　矢出川遺跡　          　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　9 堤隆　　 新泉社 2004

210.025 イセキ 江戸のミクロコスモス　加賀藩江戸屋敷　　         　シリーズ「遺跡を学ぶ」　11 追川吉生　　 新泉社 2004

210.025 イセキ 縄文のイエとムラの風景　御所野遺跡　　           　シリーズ「遺跡を学ぶ」　15 高田和徳　　 新泉社 2005

210.025 イセキ 縄文の社会構造をのぞく　姥山貝塚　　　              シリーズ「遺跡を学ぶ」　19 堀越正行　　 新泉社 2005

210.025 イセキ 弥生実年代と都市論のゆくえ　池上曽根遺跡　　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　23 秋山浩三　　 新泉社 2006

210.025 イセキ 石槍革命　八風山遺跡群　　　                             シリーズ「遺跡を学ぶ」　25 須藤隆司　　 新泉社 2006

210.025 イセキ 南九州に栄えた縄文文化　上野原遺跡　　　         シリーズ「遺跡を学ぶ」　27 新東晃一　　 新泉社 2006

210.025 イセキ 赤城山麓の三万年前のムラ　下触牛伏遺跡　　  　シリーズ「遺跡を学ぶ」　30 小菅将夫　　 新泉社 2006

210.025 イセキ 巨大古墳の時代を解く鍵　黒姫山古墳　　          　シリーズ「遺跡を学ぶ」　147 橋本達也　　 新泉社 2020

709.1 リヨウ 文化財としての「陵墓」と世界遺産　「陵墓限定公開」40周年記念シンポジウム　　　　
「陵墓限定公開」40周年
記念シンポジウム実行委員会 新泉社 2021

166 オオカ 不老不死　仙人の誕生と神仙術　　　                                  志学社選書  　3 大形徹　　 志学社 2021

210.32 ヒラハ 雄略天皇の古代史　　                                                   　　志学社選書　  5 平林章仁　　 志学社 2021

913.22 コウタ 新釈全訳日本書紀　                                          上巻　巻第一～巻第七　　　　神野志隆光　金沢英之　福田武史 講談社 2021

913.22 ヤマタ 日本書紀典拠論　　　　                                              新典社研究叢書　301 山田純　　 新典社 2018

919.3 タツミ 懐風藻　古代日本漢詩を読む　　　　 辰巳正明　　 新典社 2019

M タツミ 「令和」から読む万葉集　　　                                    　新典社新書　        78 辰巳正明　　 新典社 2019

913.22 カサイ 日本書紀段階編修論　文体・注記・語法からみた多様性と多層性　　　　 葛西太一　　 花鳥社 2021
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911.13 コント 平安朝国史和歌注考　『日本後紀』『続日本後紀』『三代実録』付『東大寺要録』　　　　近藤信義　　 花鳥社 2020

913.21 タタカ 古事記私解Ⅰ　　　　　 多田一臣　　 花鳥社 2020

913.21 タタカ 古事記私解Ⅱ　　　　　 多田一臣　　 花鳥社 2020

810.23 セママ 「上代のことばと文字」入門　上代文学研究法セミナー　　　　 瀬間正之　　 花鳥社 2020

210.3 クトウ 先代旧事本紀論　史書・神道書の成立と受容　　　　 工藤浩　松本直樹　小村宏史 花鳥社 2019

210.3 ミヤケ 日本古代の環境への心性史　感性から読み解く環境史　　　　 三宅和朗　　 吉川弘文館 2021

210.3 サトウ 古代信濃の氏族と信仰　　　　　 佐藤雄一　　 吉川弘文館 2021

175 シンタ 神社の起源と歴史　　　　　 新谷尚紀　　 吉川弘文館 2021

911.147 セキユ 百人一首の歴史学　　　                                         　読みなおす日本史　 関幸彦　　 吉川弘文館 2021

669 キシモ 日本古代の塩生産と流通　　　　　 岸本雅敏　　 吉川弘文館 2021

210.3 トラオ 古代日本の官僚　天皇に仕えた怠惰な面々　　         中公新書　           2636 虎尾達哉　　 中央公論新社 2021

M ササキ 万葉集の歌とことば　姿を知りうる最古の日本語を読む　　　　 佐佐木隆　　 青土社 2021

910 キンタ 佐佐木信綱　本文の構築　　                                　近代「国文学」の肖像　3 鈴木健一　　 岩波書店 2021

188 ウエハ 奈良時代の大安寺　資財帳の考古学的探求　　      大安寺歴史講座　       4 上原眞人　南都大安寺　 東方出版 2021

913.21 ミウラ 読み解き古事記　神話篇　　　                                朝日新書　            786 三浦佑之　　 朝日新聞出版 2020

210.2 ワカサ 埴輪は語る　　　　                                                 ちくま新書　          1576 若狭徹　　 筑摩書房 2021

913.22 ムラタ 日本を読もう　わかる日本書紀④　仏教伝来と聖徳太子の夢　　　マンガ遊訳　 村田右富実　村上ナッツ　つだゆみ 西日本出版 社 2021
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721.9 アンノ 安野光雅　自分の眼で見て、考える       　　　のこす言葉　KOKORO BOOKLET　安野光雅　　 平凡社 2019

210.3 オオヤ 神話と天皇　　　　　 大山誠一　　 平凡社 2017

210.3 オカヤ 伊勢と出雲　韓神と鉄　　                                   平凡社新書               　821 岡谷公二　　 平凡社 2016

210.3 タキオ 風土記から見る日本列島の古代史　　                平凡社新書               　883 瀧音能之　　 平凡社 2018

291 ヘイホ 旧国名でみる日本地図帳　お国アトラス　　　　 平凡社　　 平凡社 2020

291 ヘイホ プレミアムアトラス日本地図帳                             新訂第４版　　　　 平凡社　　 平凡社 2020

913.22 トオヤ 日本書紀　編纂一三〇〇年　　　                      別冊太陽・日本のこころ　284 遠山美都男　　 平凡社 2020

811.4 ウチタ 万葉仮名と平仮名　その連続・不連続　　　　 内田賢徳　乾善彦　 三省堂 2019

913.22 カスヤ 粕谷興紀日本書紀論集　　　　　 粕谷興紀　荊木美行　 燃焼社 2021

499.9 マルヤ 本草和名　影印・翻刻と研究　　　　 丸山裕美子　武倩　 汲古書院 2021

210 ヤマオ 古代日本の民族・国家・思想　　　　　 山尾幸久　　 塙書房 2021

210 シヤク 初出版　死者の書　　　　　 釋迢空　内田賢徳　 塙書房 2020

322.134 トラオ 律令政治と官人社会　　　　　 虎尾達哉　　 塙書房 2021

M241 ムラセ 大伴家持論　作品と編纂　　　　 村瀬憲夫　　 塙書房 2021

913.37 セツワ 日本説話索引　                                                 第二巻　かき～こうひ　　　　 説話と説話文学の会　　 清文堂 出版 2021

814 コクコ 国語語彙史の研究　四十　　　　                                                        　40 国語語彙史研究会　　 和泉書院 2021

709.1 ナフン 文化財論叢　奈良国立文化財研究所創立30周年記念論文集　　　　
奈良国立文化財研究所
創立30周年記念論文集刊行会 同朋舎 1983
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222.042 ヨシカ 後漢書　第一冊　                                               本紀一　巻一～巻五　　　　 吉川忠夫　　 岩波書店 2001

322.135 トラオ 延喜式　下　　                                                    訳注日本史料　 虎尾俊哉　　 集英社 2017

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK２　                                       万葉集　                　　2 Alexander Vovin　　 Brill　Academic Pub 2020

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK１６                                       万葉集　　               　16 Alexander Vovin　　 Brill　Academic Pub 2021

721.2 ツシエ 在外日本学関係資料の調査研究　研究編　　　　　 辻英子　　 汲古書院 2021

721.2 ツシエ 在外日本学関係資料の調査研究　影印編　　　　　 辻英子　　 汲古書院 2021

702.17 シヨウ 天平の美仏　聖林寺国宝十一面観音菩薩　　　　 西山厚　岩井共二　小川晴暘・光三 聖林寺 2020

M04 タカオ 万葉集と富山　　                                         　　高岡市万葉歴史館論集　16 高岡市万葉歴史館　坂本信幸　関隆司 笠間書院 2016

M04 タカオ 万葉の生活　　　　                                           高岡市万葉歴史館論集　17 高岡市万葉歴史館　坂本信幸　影山尚之 笠間書院 2017

M04 タカオ 大伴家持歌をよむⅠ　　　                              　高岡市万葉歴史館論集　18 高岡市万葉歴史館　坂本信幸　内田賢徳 笠間書院 2018

M04 タカオ 大伴家持歌をよむⅡ　　　                              　高岡市万葉歴史館論集　19 高岡市万葉歴史館　坂本信幸　乾善彦 笠間書院 2019

M9 ウイツ

Altjapanische Texterzeugung und die chinesischen Wurzeln
Dargestellt an einer Korrespondenz aus dem Man'yoshu
ABHANDLUNGEN FUR DIE KUNDE DES MORGENLANDES　120

Robert F.Wittkamp　　 Harrassowitz Verlag 2021

216.5 トツカ 十津川村史　地理・自然編　　　　 十津川村史編さん委員会　　 十津川村 2021

798 マスタ 作って遊ぼう絵双六　　　　　 桝田静代　　 2019


