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708 ニホン 王朝絵巻と貴族のいとなみ　平安時代Ⅱ　　　日本美術全集　5 泉武夫　　 小学館 2014

708 ニホン 中世絵巻と肖像画　鎌倉・南北朝時代Ⅱ　　　日本美術全集　8 加須屋誠　　 小学館 2015

213 サトウ 古代東国の地方官衙と寺院　　　　　 佐藤信　　 山川出版社 2017

121 ニホン 最澄　　　　                                             日本思想大系　4 安藤俊雄　薗田香融　 岩波書店 2016

121 ニホン 空海　　　　                                             日本思想大系　5 川崎庸之　　 岩波書店 2016

121 ニホン 親鸞　　　　                                             日本思想大系　11 星野元豊　石田充之　家永三郎 岩波書店 2017

121 ニホン 道元　上　　　　                                        日本思想大系　12 寺田透　水野弥穂子　 岩波書店 2017

121 ニホン 道元　下　　　　                                        日本思想大系　13 寺田透　水野弥穂子　 岩波書店 2017

221.035 ノテト 古代朝鮮　三国統一戦争史　　　　　 盧泰敦　橋本繁　 岩波書店 2017

188 ケンシ 往生要集　上　　　　                                              岩波文庫　青316-1 源信　石田瑞麿　 岩波書店 1992

188 ケンシ 往生要集　下　　　　                                              岩波文庫　青316-2 源信　石田瑞麿　 岩波書店 1992

210.025 ハマタ 通論考古学　　　　                                                岩波文庫　青N120-1 濱田耕作　　 岩波書店 2016

210.33 トウノ 聖徳太子　ほんとうの姿を求めて　　　                        岩波ジュニア新書　850東野治之　　 岩波書店 2017

210.088 セキヒ 経塚遺文　　　　　 関秀夫　　 東京堂出版 1985

714 フシサ 石塔調べのコツとツボ　図説　採る撮る測るの三種の実技　　　　 藤澤典彦　狭川真一　 高志書院 2017

913.23 ウチタ 発掘された出雲国風土記の世界　考古学からひもとく古代出雲　  　山陰文化ライブラリー　10内田律雄　　 ハーベスト出版 2017

210.18 クラモ 戦争の日本古代史　好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで　　　講談社現代新書　2428倉本一宏　　 講談社 2017
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M565 ムラタ
おさんぽ万葉集　あの山に、その川に、この花に。
奈良には歌があふれてる　平城　春日　葛城　山辺の道　泊瀬　忍阪　飛鳥

村田右富実　　 西日本出版社 2017

210.35 ニシヨ 正倉院文書論集　　　　　 西洋子　石上英一　 青史出版 2005

M591 ウエノ 筑紫万葉恋ひごころ　　　　　 上野誠　田口順二　 西日本新聞社 2017

022 ユヤマ 古文書料紙論叢　　　　　 湯山賢一　　 勉誠出版 2017

685 ススキ 日本古代の道路と景観　駅家・官衙・寺　　　　 鈴木靖民　荒木敏夫　川尻秋生 八木書店 2017

702 ヤスタ 日本の美術史　　　　                             保田与重郎文庫　18 保田与重郎　　 新学社 2000

910.2 ヤスタ 日本の文学史　　　　                             保田与重郎文庫　20 保田与重郎　　 新学社 2000

M43 ヤスタ 万葉集名歌選釈　　　　                          保田与重郎文庫　21 保田与重郎　　 新学社 1999

176 ヤスタ 校註　祝詞　　　　                                 保田与重郎文庫　27 保田与重郎　　 新学社 2002

183 タイト 和漢撰述部　護教部　一　　　                　国訳一切経　253 太田悌蔵　　 大東出版社 1995

183 タイト 和漢撰述部　護教部　二　　　               　 国訳一切経　254 太田悌蔵　　 大東出版社 1994

183 タイト 和漢撰述部　護教部　三　　　                　国訳一切経　255 太田悌蔵　　 大東出版社 1994

183 タイト 和漢撰述部　護教部　四　　　                　国訳一切経　256 福井康順　小笠原宣秀　 大東出版社 2011

183 タイト 和漢撰述部　護教部　五　　　                　国訳一切経　257 野村耀昌　堀内寛仁　大山公淳 大東出版社 1995

928 シンシ 白氏文集　一　　　　                              新釈漢文大系　97 岡村繁　　 明治書院 2017

928 シンシ 白氏文集　二　下　　　　                         新釈漢文大系　117 岡村繁　　 明治書院 2007

682 タテノ 日本古代の交通・交流・情報　３                遺跡と技術　3 舘野和己　出田和久　 吉川弘文館 2016
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615 フクシ 赤米のたどった道　もうひとつの日本のコメ　　　　 福嶋紀子　　 吉川弘文館 2016

290.18 キンタ 古地図からみた古代日本　土地制度と景観　　     　読みなおす日本史　 金田章裕　　 吉川弘文館 2017

210.27 テラマ 文明に抗した弥生の人びと　　　　                       歴史文化ライブラリー　449 寺前直人　　 吉川弘文館 2017

210.091 マツモ 天皇の即位儀礼と神仏　　　　　 松本郁代　　 吉川弘文館 2017

081 タイト 伝記・願文・語学等　　　　           大東急記念文庫善本叢刊　中古・中世篇　14築島裕　月本雅幸　 汲古書院 2016

222.04 ムラモ 漢魏晋南北朝時代の都城と陵墓の研究　　　　                      汲古叢書　135 村元健一　　 汲古書院 2016

763 ナカヤ 箜篌の研究　東アジアの寺院荘厳と絃楽器　　　　 中安真理　　 思文閣出版 2016

702.17 ヨネタ 正倉院の香薬　材質調査から保存へ　　　　 米田該典　　 思文閣出版 2015

910.4 カクシ 上代Ⅰ（平成25年版）　　　　        国文学年次別論文集 学術文献刊行会　　 朋文出版 2017

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　一　　　　    国訳一切経　156 椎尾辨匡　平井俊栄　宇井伯寿 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　二　　　   　 国訳一切経　157 高井観海　　 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　三　　　　    国訳一切経　158 田村徳海　大久保良順　 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　四 上　　　　国訳一切経　159 鎌田茂雄　　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　四 下　　　　国訳一切経　159 平川彰　玉城康四郎　 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　五　　　　    国訳一切経　160 藤堂恭俊　千賀真順　前田聴瑞 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　六　　　　    国訳一切経　161 神保如天　田中良昭　宮田菱道 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　七　　　　    国訳一切経　162 林五邦　高瀬承厳　 大東出版社 1978
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183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　八　　　　    国訳一切経　163 宇井伯寿　椎名宏雄　朝比奈宗源 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　九　　　　    国訳一切経　164 高瀬承厳　榑林皓堂　宮田菱道 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十　　　　    国訳一切経　165 辻森要修　　 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十一　　　　 国訳一切経　166 辻森要修　　 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十二　　　　 国訳一切経　167 辻森要修　　 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十三　　　　 国訳一切経　168 辻森要修　　 大東出版社 1978

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十四　　　　  国訳一切経　169 平川彰　塩入良道　多田厚隆 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十五　　　　  国訳一切経　170 結城令聞　　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十六　　　　  国訳一切経　171 高峯了州　石田瑞麿　塩入亮忠 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十七　　　　  国訳一切経　172 関口真大　塩入亮忠　大久保良順 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十八　　　　  国訳一切経　173 田島徳音　大久保良順　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　十九　　　　  国訳一切経　174 硲慈弘　大久保良順　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　二十　　　　  国訳一切経　175 中野義照　那須政隆　坪井徳光 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　二十一　　 　国訳一切経　176 小田慈舟　　 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　二十二　　　 国訳一切経　177 石井教道　住田智見　寺沼琢明 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　二十三　　　 国訳一切経　178 古田紹欽　榑林皓堂　増永霊鳳 大東出版社 1979

183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　二十四　　　　国訳一切経　179 花山信勝　大島泰信　 大東出版社 1979
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183 タイト 和漢撰述部　諸宗部　二十五　　　　国訳一切経　180 那須政隆　大野法道　執行海秀 大東出版社 1979

026 クナイ 日本国見在書目録　宮内庁書陵部所蔵室生寺本　　　　 藤原佐世　　 名著刊行会 1996

756 ミキタ 古鏡銘文集成　日本古代史研究要覧　　　　 三木太郎　　 新人物往来社 1998

164.1 ミシナ 古代祭政と穀霊信仰　　　　                         三品彰英論文集　5 三品彰英　　 平凡社 1973

164.1 ミシナ 新羅花郎の研究　　　　                              三品彰英論文集　6 三品彰英　　 平凡社 1974

721.2 アキヤ 日本絵巻物の研究　上巻　　　　　 秋山光和　　 中央公論美術出版 2000

721.2 アキヤ 日本絵巻物の研究　下巻　　　　　 秋山光和　　 中央公論美術出版 2000

210.025 オオカ 日本土器事典　　　　　 大川清　工楽善通　鈴木公雄 雄山閣出版 1996

082 コクリ 景印元覆宋世綵堂本　論語集解　　　　　 国立故宮博物院編集委員会　　 国立故宮博物院 1986

M9 アンソ Eternal Pillow of Grass　　　　　 Anthony Liman　　 Tribun EU 2017

288.41 イコマ 奈良で出会う　天皇になった皇女たち　　　　　 生駒あさみ　上村恭子　 淡交社 2017

910.6 コクフ 江戸の博物学　島津重豪と南西諸島の本草学　　　ブックレット〈書物をひらく〉　6高津孝　　 平凡社 2017

910.6 コクフ 和算への誘い　数学を楽しんだ江戸時代　　　       ブックレット〈書物をひらく〉　7上野健爾　　 平凡社 2017

910.6 コクフ 園芸の達人　本草学者・岩崎灌園　　　　             ブックレット〈書物をひらく〉　8平野恵　　 平凡社 2017

210.18 トウホ 高句麗と倭　　　　                                          古代環東海交流史　1 東北亜歴史財団　羅幸柱　橋本繁 明石書店 2015

911.104 タツミ 『万葉集』と東アジア　　　　                               古代文学と隣接諸学　9 辰巳正明　大谷歩　寺川眞知夫 竹林舎 2017

M9 イヨン 韓国語訳万葉集１１　巻１３・１４　　　　　 李妍淑　　 2017
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M9 イヨン 韓国語訳万葉集１２　巻１５・１６　　　　　 李妍淑　　 2017

910.6 コクフ 南方熊楠と説話学　　　　                              ブックレット〈書物をひらく〉　9 杉山和也　　 平凡社 2017

910.6 コクフ 聖なる珠の物語　空海・聖地・如意宝珠　　　     ブックレット〈書物をひらく〉　10 藤巻和宏　　 平凡社 2017


