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753.8 タハタ 古型絵図　麗　田畑コレクション 五代田畑喜八 光村推古書院 2015

753.8 タハタ 人間国宝　三代田畑喜八の草花図 五代田畑喜八 光村推古書院 2014

914.6 セトウ 日本の美徳　　　　中公新書ラクレ　624 瀬戸内寂聴　ドナルド・キーン 中央公論新社 2018

910.6 コクフ
オーロラの日本史　古典籍・古文書にみる記録　　　ブックレット〈書物をひらく〉
18

岩橋清美　片岡龍峰 平凡社 2019

910.6 コクフ
御簾の下からこぼれ出る装束　王朝物語絵と女性の空間　　　ブックレット〈書
物をひらく〉　19

赤澤真理 平凡社 2019

M9 マリア
MAN’YOSHU RACCOLTA DELLE DIECIMILA FOGLIE　LibroⅩⅥ:Poesie che
hanno una storia e poesie varie

Maria Chiara Migliore Carocci editore 2019

721.9 ナカシ 中島千波作品集　こんな絵を描いてきました 中島千波　中島美子 求龍堂 2019

721.9 オオヤ 田中一村　“南の琳派”への軌跡　　　別冊太陽・日本のこころ　274 大矢鞆音 平凡社 2019

291.65 アント 安堵風土記　安堵の歴史点描 安堵町教育委員会 安堵町 2019

913.2 マキト
神武天皇　神代から建国の物語　『古事記』『日本書紀』を絵画と見る、大人の
絵本

牧ともえ　岡田登
地域情報ネット
ワーク

2019

CD 61 天平産金と万葉の世界（中西進先生）　天平産金1250周年記念講演 　

185.965 トウキ 国宝　薬師寺展　平城遷都一三〇〇年記念
東京国立博物館　読売新聞東京本社文
化事業部　NHK

読売新聞
東京本社

2008

170 シント 北山抄　　　　神道大系　朝儀祭祀編　3 神道大系編纂会　土田直鎮　所功
神道大系編纂
会

1992

721.9 オオマ 大亦観風　万葉集画撰第29図 大亦観風 2019

611 ハツト 班田収授法の復原的研究 服部一隆 吉川弘文館 2012

317 ササキ 日本古代の官司と政務 佐々木恵介 吉川弘文館 2018

222.04 カネコ 古代東アジア世界史論考　改訂増補　隋唐の国際秩序と東アジア 金子修一 八木書店 2019



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

210.35 ミカワ 古代寺院の土地領有と荘園図 三河雅弘 同成社 2017

210.3 ワタナ 墓制にみる古代社会の変容 渡邊邦雄 同成社 2018

614 キノシ 古代日本の河川灌漑 木下晴一 同成社 2014

210.33 ナカタ 倭国末期政治史論 中田興吉 同成社 2017

910.23 コタイ 古代寺院の芸術世界　　　　古代文学と隣接諸学　6 肥田路美　中安真理　清水健 竹林舎 2019

910.23 コタイ 古代の信仰・祭祀　　　　古代文学と隣接諸学　7 岡田荘司　丸山裕美子　橋本輝彦 竹林舎 2018

910.23 コタイ 古代の都城と交通　　　　古代文学と隣接諸学　8 川尻秋生　相原嘉之　仁藤敦史 竹林舎 2019

910.23 コタイ 「記紀」の可能性　　　　古代文学と隣接諸学　10 瀬間正之　工藤浩　笹川尚紀 竹林舎 2018

210.1 コタイ 古代の都　なぜ都は動いたのか　　　シリーズ　古代史をひらく　2 吉村武彦　吉川真司　川尻秋生 岩波書店 2019

210.3 カトウ 日本古代の氏族と政治・宗教　上 加藤謙吉 雄山閣 2018

210.3 カトウ 日本古代の氏族と政治・宗教　下 加藤謙吉 雄山閣 2018

210.3 カトウ 日本古代の王権と地方 加藤謙吉 大和書房 2015

913.2 オノア 倭建命物語論　古事記の抒情表現 小野諒巳 花鳥社 2019

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　30 古代中世文学論考刊行会 新典社 2014

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　31 古代中世文学論考刊行会 新典社 2015

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　32 古代中世文学論考刊行会 新典社 2015

910.2 コタイ 古代中世文学論考　　　　　33 古代中世文学論考刊行会 新典社 2016



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK１　万葉集　　　1 Alexander Vovin
Brill Academic
Pub

2017

M9 アレキ MANYOSHU　BOOK１９　万葉集　　　19 Alexander Vovin
Brill Academic
Pub

2018

910.23 マンヨ 論集上代文学　第三十八冊　　　　　38 万葉七曜会 笠間書院 2017

910.23 マンヨ 論集上代文学　第三十九冊　　　　　39 万葉七曜会 笠間書院 2019

911.102 ササキ
佐佐木信綱　「愛づる心」に歌の本質を求めた大歌人　　　コレクション日本歌
人選　069

佐佐木頼綱 笠間書院 2019

911.104 トウシ 阿倍仲麻呂在唐歌論 東城敏毅 おうふう 2018

913.2 ヨシタ 古代王権と恋愛 吉田修作 おうふう 2018

910.23 ヨシタ ことばの呪力　古代語から古代文学を読む 吉田修作 おうふう 2018

322.13 ススキ 日本古代の大臣制 鈴木琢郎 塙書房 2018

288.1 ヨシカ 氏と家の古代史　　　　塙選書　118 吉川敏子 塙書房 2013

814 コクコ 国語語彙史の研究　三十六　　　　　36 国語語彙史研究会 和泉書院 2017

814 コクコ 国語語彙史の研究　三十七　　　　　37 国語語彙史研究会 和泉書院 2018

814 コクコ 国語語彙史の研究　三十八　　　　　38 国語語彙史研究会 和泉書院 2019

910.23 モウリ 上代学論叢　　　　研究叢書　512 毛利正守 和泉書院 2019

210.3 ワタリ 日本古代の歴史空間 渡里恒信 清文堂出版 2019

281 コタイ 奈良の都　　　　古代の人物　2 石上英一　鎌田元一　栄原永遠男 清文堂出版 2016

291.65 ナラケ 復刻　大和国条里復原図（複製版）
橿原考古学研究所　(財)由良大和古代文化研究
協会

(財)由良大和古代
文化研究協会 2019



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

291.65 ナラケ 復刻　大和国条里復原図　解説　大和国条里の総合的研究　地図編
橿原考古学研究所　(財)由良大和古代文化研究
協会

(財)由良大和古代
文化研究協会 2018

032 リホウ 太平御覧　第一册　中華書局影印 李昉 中華書局 1960

032 リホウ 太平御覧　第二册　中華書局影印 李昉 中華書局 1960

032 リホウ 太平御覧　第三册　中華書局影印 李昉 中華書局 1960

032 リホウ 太平御覧　第四册　中華書局影印 李昉 中華書局 1960

921.4 カンシ 詩経　上　　　　漢詩大系　1 高田真治 集英社 1966

921.4 カンシ 詩経　下　　　　漢詩大系　2 高田真治 集英社 1968

921.4 カンシ 楚辞　　　　漢詩大系　3 藤野岩友 集英社 1967

921.4 カンシ 古詩源　上　　　　漢詩大系　4 内田泉之助 集英社 1964

921.4 カンシ 古詩源　下　　　　漢詩大系　5 星川清孝 集英社 1966

921.4 カンシ 唐詩選　上　　　　漢詩大系　6 斎藤晌 集英社 1964

921.4 カンシ 唐詩選　下　　　　漢詩大系　7 斎藤晌 集英社 1965

921.4 カンシ 李白　　　　漢詩大系　8 青木正児 集英社 1965

921.4 カンシ 杜甫　　　　漢詩大系　9 目加田誠 集英社 1965

921.4 カンシ 王維　　　　漢詩大系　10 小林太市郎　原田憲雄 集英社 1964

921.4 カンシ 韓愈　　　　漢詩大系　11 原田憲雄 集英社 1964

921.4 カンシ 白楽天　　　　漢詩大系　12 田中克己 集英社 1964



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

921.4 カンシ 李賀　　　　漢詩大系　13 斎藤晌 集英社 1967

921.4 カンシ 杜牧　　　　漢詩大系　14 市野沢寅雄 集英社 1965

921.4 カンシ 魚玄機・薛濤　　　　漢詩大系　15 辛島驍 集英社 1964

921.4 カンシ 宋詩選　　　　漢詩大系　16 今関天彭　辛島驍 集英社 1966

921.4 カンシ 蘇東坡　　　　漢詩大系　17 近藤光男 集英社 1964

921.4 カンシ 黄山谷　　　　漢詩大系　18 倉田淳之助 集英社 1967

921.4 カンシ 陸游　　　　漢詩大系　19 前野直彬 集英社 1964

921.4 カンシ 元好問　　　　漢詩大系　20 鈴木修次 集英社 1965

921.4 カンシ 高青邱　　　　漢詩大系　21 蒲池歓一 集英社 1966

921.4 カンシ 清詩選　　　　漢詩大系　22 近藤光男 集英社 1967

921.4 カンシ 王漁洋　　　　漢詩大系　23 橋本循 集英社 1965

921.4 カンシ 歴代名詞選　　　　漢詩大系　24 中田勇次郎 集英社 1965

170 シント 古事記　　　　神道大系 古典編　1 神道大系編纂会　小野田光雄
神道大系編纂
会

1977

170 シント 日本書紀　上　　　　神道大系 古典編　2 神道大系編纂会　中村啓信
神道大系編纂
会

1983

170 シント 日本書紀　中　　　　神道大系 古典編　3 神道大系編纂会　中村啓信
神道大系編纂
会

1983

170 シント 日本書紀　下　　　　神道大系 古典編　4 神道大系編纂会　中村啓信
神道大系編纂
会

1983

188.3 トウタ 東大寺要録　一　　　　東大寺叢書　1 東大寺史研究所 法蔵館 2018



分類番号 著者記号 書籍名 著者名 出版社 出版年

170 シント 新撰姓氏録　　　　神道大系 古典編　6 神道大系編纂会　田中卓
神道大系編纂
会

1981

170 シント 風土記　　　　神道大系 古典編　7 神道大系編纂会　田中卓
神道大系編纂
会

1994


