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210.025 ニホン 常呂遺跡群　先史オホーツク沿岸の大遺跡群　　　            日本の遺跡　13 武田修　　 同成社 2006

210.025 ニホン 両宮山古墳　二重濠をもつ吉備の首長墓　　                  　日本の遺跡　14 宇垣匡雅　　 同成社 2006

210.025 ニホン 奥山荘城館遺跡　中世越後の荘園と館群　　                 　日本の遺跡　15 水澤幸一　　 同成社 2006

210.025 ニホン 妻木晩田遺跡　甦る山陰弥生集落の大景観　　　              日本の遺跡　16 高田健一　　 同成社 2006

210.025 ニホン 宮畑遺跡　南東北の縄文大集落　　　                            日本の遺跡　17 斎藤義弘　　 同成社 2006

210.025 ニホン 王塚・千坊山遺跡群　富山平野の弥生墳丘墓と古墳群　　　日本の遺跡　18 大野英子　　 同成社 2007

210.025 ニホン 根城跡　陸奥の戦国大名南部氏の本拠地　　　                日本の遺跡　19 佐々木浩一　　 同成社 2007

210.025 ニホン 日根荘遺跡　和泉に残る中世荘園の景観　　                　日本の遺跡　20 鈴木陽一　　 同成社 2007

210.025 ニホン 昼飯大塚古墳　美濃最大の前方後円墳　　                   　日本の遺跡　21 中井正幸　　 同成社 2007

210.025 ニホン 大知波峠廃寺跡　三河・遠江の古代山林寺院　　           　日本の遺跡　22 後藤建一　　 同成社 2007

210.025 ニホン 寺野東遺跡　環状盛土をもつ関東の縄文集落　　　           日本の遺跡　23 江原英　初山孝行　 同成社 2007

210.025 ニホン 長者ヶ原遺跡　縄文時代北陸の玉作集落　　　                日本の遺跡　24 寺﨑裕助　木島勉　山岸洋一 同成社 2007

210.02 ナカツ 酸素同位体比年輪年代法　先史・古代の暦年と天候を編む　　　　 中塚武　　 同成社 2021

210.025 イセキ 中国山地の縄文文化　帝釈峡遺跡群　　　          シリーズ「遺跡を学ぶ」　36 河瀨正利　　 新泉社 2007

210.025 イセキ 世界航路へ誘う港市　長崎・平戸　　　               シリーズ「遺跡を学ぶ」　38 川口洋平　　 新泉社 2007

210.025 イセキ 武田軍団を支えた甲州金　湯之奥金山　　        　シリーズ「遺跡を学ぶ」　39 谷口一夫　　 新泉社 2007

210.025 イセキ 中世瀬戸内の港町　草戸千軒町遺跡　　　          シリーズ「遺跡を学ぶ」　40 鈴木康之　　 新泉社 2007
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210.025 イセキ 松島湾の縄文カレンダー　里浜貝塚　　            　シリーズ「遺跡を学ぶ」　41 会田容弘　　 新泉社 2007

210.025 イセキ 天下統一の城　大坂城　　                            　シリーズ「遺跡を学ぶ」　43 中村博司　　 新泉社 2008

210.025 イセキ 霞ヶ浦の縄文景観　陸平貝塚　                    　　シリーズ「遺跡を学ぶ」　45 中村哲也　　 新泉社 2008

210.025 イセキ 戦争遺跡の発掘　陸軍前橋飛行場　　             　シリーズ「遺跡を学ぶ」　47 菊池実　　 新泉社 2008

210.025 イセキ 最古の農村　板付遺跡　　                            　シリーズ「遺跡を学ぶ」　48 山崎純男　　 新泉社 2008

210.025 イセヘ 黒耀石の原産地を探る　改訂版　鷹山遺跡群　 　シリーズ「遺跡を学ぶ」別冊　01 長和町立黒耀石体験ミュージアム　大竹幸恵新泉社 2018

210.32 ハンヤ 倭国の古代学　　　　　 坂靖　　 新泉社 2021

291.65 カンコ 奈良町の南玄関　歴史と文化の扉をひらく　　　　 元興寺文化財研究所　　 京阪奈情報教育出版 2021

913.23 タキオ 風土記　古代の日本をひらく　　　                  別冊太陽・日本のこころ　268 瀧音能之　　 平凡社 2018

721.9 アンノ 洛中洛外　春夏編　　　　　 安野光雅　　 産経新聞出版 2021

721.9 アンノ 洛中洛外　秋冬編　　　　　 安野光雅　　 産経新聞出版 2021

910.26 コマツ 戦争下の文学者たち　『万葉集』と生きた歌人・詩人・小説家　　　　 小松靖彦　　 花鳥社 2021

210.3 サトウ 古代史講義　宮都篇　　　　                                         ちくま新書　1480 佐藤信　　 筑摩書房 2020

210.3 サトウ 古代史講義　氏族篇　　　　                                         ちくま新書　1579 佐藤信　　 筑摩書房 2021

210.3 サトウ 古代史講義　戦乱篇　　　　                                         ちくま新書　1391 佐藤信　　 筑摩書房 2019

210.025 ホウシ 考古学講義　　　　                                                    ちくま新書　1406 北條芳隆　　 筑摩書房 2019

210.3 タケサ 建築から見た日本古代史　　　　                                   ちくま新書　1247 武澤秀一　　 筑摩書房 2017
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210.34 タケサ 持統天皇と男系継承の起源　古代王朝の謎を解く　　　       ちくま新書　1570 武澤秀一　　 筑摩書房 2021

210.34 ミスタ 女たちの壬申の乱　　　　文春新書　1324 水谷千秋　　 文芸春秋 2021

210.3 ミウラ 「海の民」の日本神話　古代ヤポネシア表通りをゆく　　          　新潮選書　 三浦佑之　　 新潮社 2021

289 ニトウ 藤原仲麻呂　古代王権を動かした異能の政治                中公新書　2648 仁藤敦史　　 中央公論新社 2021

210.2 フシオ 日本の先史時代　旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす    中公新書　2654 藤尾慎一郎　　 中央公論新社 2021

210.3 エント 六国史　日本書紀に始まる古代の「正史」　　　                中公新書　2362 遠藤慶太　　 中央公論新社 2016

318 シノカ 国造　大和政権と地方豪族　　　                                  中公新書　2673 篠川賢　　 中央公論新社 2021

288.3 クラモ 蘇我氏　古代豪族の興亡　　　                                    中公新書　2353 倉本一宏　　 中央公論新社 2015

M エント 万葉集の起源　東アジアに息づく抒情の系譜　　　            中公新書　2592 遠藤耕太郎　　 中央公論新社 2020

521.818 マルヤ 古代の神社造営　　　　　 丸山茂　　 中央公論美術出版 2021

718 フシオ 東アジア仏像史論　　　　　 藤岡穣　　 中央公論美術出版 2021

718 オクタ 仏教彫像の制作と受容　平安時代を中心に　　　　 奥健夫　　 中央公論美術出版 2019

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　34 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2017

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　35 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2017

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　36 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2018

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　37 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2018

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　38 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2019
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910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　39 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2019

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　40 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2020

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　41 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2020

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　42 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2020

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　43 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2021

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　44 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2021

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　45 古代中世文学論考刊行会　　 新典社 2021

911.108 ワカフ 古今和歌集　　　　                                                和歌文学大系　5 久保田淳　高野晴代　鈴木宏子 明治書院 2021

911.108 ワカフ 続古今和歌集　　　　                                             和歌文学大系　38 藤川功和　山本啓介　木村尚志 明治書院 2019

911.108 ワカフ 玉葉和歌集（上）　　　　                                          和歌文学大系　39 中川博夫　　 明治書院 2016

911.108 ワカフ 玉葉和歌集（下）　　　                                            和歌文学大系　40 中川博夫　　 明治書院 2020

911.102 ワカフ 和歌のタイムライン　年表でよみとく和歌・短歌の歴史　　　　 和歌文学会出版企画委員会　　 三弥井書店 2021

210.3 ススキ 古代日本対外交流史事典　　　　　 鈴木靖民　高久健二　田中史生 八木書店 2021

645 ササキ 馬と古代社会　　　　　 佐々木虔一　川尻秋生　黒済和彦 八木書店 2021

288.2 ススキ 古代氏族の系図を読み解く　　　　                   歴史文化ライブラリー　541 鈴木正信　　 吉川弘文館 2022

222.5 フルハ 渤海国とは何か　　　                                 　歴史文化ライブラリー　458 古畑徹　　 吉川弘文館 2018

175 カセナ 古代の神社と神職　神をまつる人びと　　         　歴史文化ライブラリー　467 加瀬直弥　　 吉川弘文館 2018
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210.35 キモト 奈良平安時代史の諸問題　　　　                             日本史研究叢刊　37 木本好信　　 和泉書院 2021

288.1 イクタ 記紀氏族伝承の基礎的研究　　　                            日本史研究叢刊　39 生田敦司　　 和泉書院 2021

220 マチセ レオン・ド・ロニーと19世紀欧州東洋学　旧蔵漢籍の目録と研究　日本漢学研究叢刊　1

町泉寿郎　二松学舎大学東アジア学術
  総合研究所日本漢学研究センター 汲古書院 2021

188 イシカ 聖徳太子と四天王寺　聖徳太子千四百年御聖忌記念出版　　　　 石川知彦　四天王寺　 法蔵館 2021

913.37 ミフネ 『日本霊異記』説話の地域史的研究　　　　　 三舟隆之　　 法蔵館 2016

182.1 ヤマモ 奈良朝仏教史攷　　　　　 山本幸男　　 法蔵館 2015

210.35 ヤマモ 正倉院文書と造寺司官人　　　　　 山本幸男　　 法蔵館 2018

185.9 コハヤ 寺院縁起の古層　注釈と研究　　　　 小林真由美　北條勝貴　増尾伸一郎 法蔵館 2015

170 シント 尾張・参河・遠江国　　　　                                  神道大系　神社編　15 神道大系編纂会　真壁俊信　 神道大系編纂会 1988

170 シント 陸奥国　上　　　　                                             神道大系　神社編　26 神道大系編纂会　塩谷順耳　 神道大系編纂会 1981

170 シント 美作・備前・備中・備後国　 　                              神道大系　神社編　38 神道大系編纂会　藤井駿　藤井学 神道大系編纂会 1986

170 シント 熊野三山　　　　                                               神道大系　神社編　43 神道大系編纂会　宮地治邦　石上七鞘 神道大系編纂会 1989

210.025 サイト 日本考古学文献総覧　　　　　 斎藤忠　　 学生社 1997

210.025 オオツ 図説西日本古墳総覧　　　　　 大塚初重　明治大学考古学博物館　 新人物往来社 1991

M6 キノシ 続和漢古典植物名精解　上冊　　　　　 木下武司　　 和泉書院 2021

M6 キノシ 続和漢古典植物名精解　下冊　　　　　 木下武司　　 和泉書院 2021

M マンフ 大和の古代文化　　　　　 寺川眞知夫　上野誠　松尾光 新典社 2021
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798 カカワ 文明の迷路　古代都市をめぐってアトランティスへ　　　　 香川元太郎　　 PHP研究所 2006

798 カカワ 進化の迷路　原始の海から人類誕生まで　　　　 香川元太郎　冨田幸光　 PHP研究所 2007

798 カカワ 宇宙の迷路　太陽系をめぐって銀河のかなたへ！　　　　 香川元太郎　縣秀彦　 PHP研究所 2011

798 カカワ 動物の迷路　ウサギ、コアラ、ライオン……250種大集合！　　　　 香川元太郎　成島悦雄　 PHP研究所 2014

798 カカワ お化けの迷路　幽霊の学校をぬけて地獄の迷宮へ　　　　 香川元太郎　　 PHP研究所 2016

798 カカワ おもちゃの迷路　夜中にめざめるふしぎな世界　　　　 香川元太郎　香川志織　 PHP研究所 2017

798 カカワ 恐竜の迷路　化石がひらくナゾの世界　　　　 香川元太郎　香川志織　冨田幸光 PHP研究所 2020

721.8 スミス 浮世絵にみる江戸名所　　　　ビジュアルブック江戸東京　2 ヘンリー・スミス　　 岩波書店 1993

702 ハノフ イコノロジー研究　新装版　ルネサンス美術における人文主義の諸テーマ　　　　エルヴィン・パノフスキー　浅野徹　阿天坊耀美術出版社 1987

121 イワナ 内と外　対外観と自己像の形成　　　                   岩波講座日本の思想　3 苅部直　上垣外憲一　村井章介 岩波書店 2014

121 イワナ 自然と人為　「自然」観の変容　　　                     岩波講座日本の思想　4 黒住真　阿部泰郎　林淳 岩波書店 2013

121 イワナ 身と心　人間像の転変　　　                               岩波講座日本の思想　5 末木文美士　馬淵昌也　鎌田東二 岩波書店 2013

121 イワナ 秩序と規範　「国家」のなりたち　　　                    岩波講座日本の思想　6 苅部直　新谷尚紀　金沢英之 岩波書店 2013

121 イワナ 儀礼と創造　美と芸術の原初　　                      　岩波講座日本の思想　7 末木文美士　小峯和明　兵藤裕己 岩波書店 2013

121 イワナ 聖なるものへ　躍動するカミとホトケ　　　              岩波講座日本の思想　8 佐藤弘夫　山本陽子　本郷和人 岩波書店 2014

910.26 カセイ 奈良大和路文学散歩　　　　　 嘉瀬井整夫　　 鳥影社 1998

920.8 イツカ 漢詩の世界Ⅰ　漢詩入門/漢詩雑纂　　　                一海知義著作集　7 一海知義　　 藤原書店 2008
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920.8 イツカ 漢詩の世界Ⅱ　六朝以前～中唐　　　                     一海知義著作集　8 一海知義　　 藤原書店 2009

920.8 イツカ 漢字の話　　　　                                                一海知義著作集　10 一海知義　　 藤原書店 2008

702.1 ツシノ 日本美術の歴史　　　　　 辻惟雄　　 東京大学出版会 2005

210.03 キヨウ 新編日本史辞典　　　　　 京大日本史辞典編纂会　　 東京創元社 1990

289 オオオ 岡倉天心　　　　朝日選書　274 大岡信　　 朝日新聞社 1985

910.26 ヤナキ 明治初期の文学思想　上巻　　　                             　明治文学研究　4 柳田泉　　 春秋社 1965

910.26 ヤナキ 明治初期の文学思想　下巻　　　　                             明治文学研究　6 柳田泉　　 春秋社 1965

121.6 タナカ 歴史認識　　　　                                                 日本近代思想大系　13 田中彰　宮地正人　 岩波書店 1991

216.5 キムラ 近世大和地方史研究　　　                                  　日本史研究叢刊　10 木村博一　　 和泉書院 2000

210.1 アサオ 列島内外の交通と国家　　　　                                日本の社会史　1 朝尾直弘　網野善彦　山口啓二 岩波書店 1987

291 タカハ 図集日本都市史　　　　　 高橋康夫　吉田伸之　宮本雅明 東京大学出版会 1993


