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Titre Editeur Année Auteur Cote 

Généralités 

ケンブリッジ大学図書館と近代日本研究の步み= Modern Japanese Studies and Cambridge University Library: from 

Kokugaku to Japanology : 国学から日本学へ 

勉誠出版 2017 小山, 騰 (1948-....) 017.73-2 

類聚名家書簡 : 図版, 3 扁(ハ-ワ) / 後藤憲二 編 [日本書誌学大系] 靑裳堂書店 2017 後藤,憲二 020.8-1(105-3) 

書画展観目錄集成, 景印冊上 / 後藤憲二 編[日本書誌学大系] 靑裳堂書店 2017 後藤, 憲二 020.8-1(107-1) 

書画展観目錄集成, 景印冊下 / 後藤憲二 編[日本書誌学大系] 靑裳堂書店 2017 後藤, 憲二 020.8-1(107-2) 

江戶の蔵書家たち / 岡村敬二 著 吉川弘文館 2017 岡村, 敬二 (1947-....) 024.0-5 

朝鮮本十選 / 編者矢木毅 京都大學人文科學研究所附屬

東アジア人文情報學研究セン

ター 

2016 矢木, 毅 (1964-....) 026.31-10 

田安徳川家伝来古典籍 : 国文学研究資料館特別展示 / 編者 鈴木淳 国文学研究資料館 2002 鈴木, 淳 (1947-....) 029.9-27 

重要文化財 「菅茶山関係資料」指定品目録 / 広島県立歴史博物館 編 広島県立歴史博物館 2016 広島県立歴史博物館 029.9-28 

世界の日本研究= JAPANESE STUDIES AROUND THE WORLD : JAPANESE STUDIES AROUND THE WORLD : 

Japanese studies from international perspectives : 2017 : 国際的視野からの日本研究 

人間文化研究機構国際日本文

化研究センター海外研究交流

室 

2017 郭, 南燕 (1962-....) 050.1-3(20) 

正法眼蔵随聞記 : 道元語録 / 懐奘 編 ; 和辻哲郎 校訂 [岩波文庫] 岩波書店 1961 道元 (1200-1253) 080.0-26(66) 

般若心経 : 金剛般若経 / 中村元 / 紀野一義 訳註[岩波文庫] 岩波書店 1961 中村, 元 (1912-1999) 080.0-26(67) 

臨済録 / 入矢義高 訳注[岩波文庫] 岩波書店 1989 臨済, 義玄 (....-0867) 080.0-26(68) 

失われた 20 年と日本研究のこれから= The Lost Two Decades and the Future of Japanese Studies. 人間文化研究機構国際日本文

化研究センター 

2017 滝井, 一博 (1967-....) 080.0-29(13) 

陳独秀文集 3 : 政治論集 2(1930-1942) / 石川禎浩, 三好伸清 編訳 [東洋文庫] 平凡社 2017 陳, 独秀 (1879-1942) 080.0-4(881) 

柏木如亭詩集. 1 / 柏木如亭 [著] ; 揖斐高 訳注[東洋文庫] 平凡社 2017 柏木, 如亭 (1763-1819) 080.0-4(882) 

世界最古の物語 : バビロニア・ハッティ・カナアン / Th.H.ガスター [著] ; [東洋文庫] 平凡社 2017 Gaster, Theodor Herzl 
(1906-) 

080.0-4(884) 

良寛. 上. 下 / 井本農一 [講談社学術文庫] 講談社 1978 井本, 農一 (1913-1998) 080.0-8(210), etc. 

文字の書き方 / 藤原宏, 氷田光風 編[講談社学術文庫] 講談社 1979 藤原, 宏 (1921-....) 080.0-8(436) 

万葉秀歌鑑賞 / 山本健吉[講談社学術文庫] 講談社 1987 山本, 健吉 (1907-1988) 080.0-8(777) 

典座教訓. 赴粥飯法 / 道元 ; 中村璋八, 石川力山, 中村信幸 全訳注[講談社学術文庫] 講談社 1991 道元 (1200-1253) 080.0-8(980) 

古今伝受資料. 1 [図書寮叢刊] 宮内庁書陵部 2017 宮内庁書陵部 081.0-12(28-1) 

拾遺和歌集 : 蒔絵小箱三代集本 / 冷泉家時雨亭文庫 編 朝日新聞社 2017 冷泉家時雨亭文庫 081.0-22(87) 

袖中抄 : 冊子本. 無名抄. 君臣僧俗詠歌 : 短冊手監 / 冷泉家時雨亭文庫 編 朝日新聞社 2017 顕昭 081.0-22(97) 

水左記 / [源俊房] [著] ; 前田育徳会尊経閣文庫 編 八木書店 2017 源, 俊房 (1035-1121) 081.0-24(65) 

台記 : 宇槐記抄・台記抄・宇槐雑抄 / [藤原頼長] [著] ; 前田育徳会尊経閣 八木書店 2017 藤原, 頼長 (1120-1156) 081.0-24(66) 

緒方洪庵全集. 第 4 巻, 日記書状 その 1 / 緒方洪庵 ; 適塾記念会緒方洪庵全集 大阪大学出版会 2016 緒方洪庵 (1810-1863) 081.5-13(4) 

熊倉功夫著作集. 第 6 卷, 民芸と近代 / 熊倉功夫 著 思文閣出版 2017 熊倉, 功夫 (1943-....) 081.6-21(6) 

新釈漢文大系. 第 97 巻, 白氏文集 1 / 岡村繁 著 明治書院 2017 岡村, 繁 082.0-2(97) 
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Pensées, Religions 
The life of Ogyū Sorai : a Tokugawa Confucian philosopher / Olof G. Lidin Studentlitt. 1973 Lidin, Olof G. (1926-....) 121.56-15 

「近世日本の教育遺産群」実施報告書= The 4th International Symposium for the promoti 備前市市長室秘書広報課 2016 備前市 121.57-3 

武士禅機縁集 / 今井福山 編述 崇福寺 1925 今井, 福山 156.0-9 

Cultural and theological reflections on the Japanese quest for divinity / by John J. Keane Brill 2017 Keane, John J. (1935-
....) 

160.21-49 

伊勢神宮と東海のまつり : 第六十二回式年遷宮記念 / 霞会館資料展示委員 霞会館 2010 霞会館 175.8-7 

伊勢の神宮 / 霞会館資料展示委員会 編 霞会館 2006 霞会館 175.8-8 

Gods of Medieval Japan. volume 2, Protectors and Predators / Bernard Faure University of Hawai'i Press 2016 Faure, Bernard (1948-
....) 

180.21-49(2) 

Ritualized writing : Buddhist practice and scriptural cultures in ancient Japan / Bryan D. Lowe A Kuroda Institute Book, 
University of Hawaiʻi Press 

2017 Lowe, Bryan D. 180.21-50 

人間・歴史・仏教の研究 : 中西智海先生喜寿記念文書 / 編集者 中西智海 永田文昌堂 2011 中西智海先生喜寿記念

文書刊行会 

180.4-38 

渡水看花 : 随想百話 / 秦慧玉著 後楽出版 1979 秦, 慧玉 (1896-1985) 180.4-39 

元暁佛学思想硏究 / 金勲著 大阪経済法科大学出版部 2002 金, 勲 (1963-....) 181.0-31 

仏教聖典 / 仏教伝道協会 仏教伝道協会 1994 仏教伝道協会 181.0-32 

西行・慈円と日本の仏教 : 遁世思想と中世文化 / 大隅和雄著 吉川弘文館 2016 大隅, 和雄 (1932-....) 182.1-34 

The collection for the propagation and clarification of buddhism, vol. 2 / Harumi Hirano Ziegler [trad.] Bukkyō dendō kyōkai America 2017 Harumi, Hirano Ziegler 183.0-18(120) 

The Laṅkāvatāra sūtra : a Mahāyāna text / translated for the first time from the original Sanskrit by Daisetz Teitaro 
Suzuki 

SMC publishing inc. 1991 Suzuki, Daisetz Teitarō 
(1870-1966) 

183.0-33 

仏教說話の世界 / 松本寧至, 宮本瑞夫, 志村有弘編 宮本企画 1992 松本, 寧至 (1931-...) 184.9-56 

Sand and pebbles (Shasekishū) : the tales of Mujū Ichien, a voice for pluralism in Kamakura Buddhism State University of New York 
Press 

1985 一円 (1226-1312) 184.9-57 

Preserving the dharma : Hōzan Tankai and Japanese Buddhist art of the early modern era / John M. Rosenfield P.Y. and Kinmay W. Tang 
Center for East Asian Art, 
Department of Art and 
Archaeology Princeton Unive 

2015 Rosenfield, John M. 186.7-24 

行基 : 古代を創った人びと / 吉田 靖雄 ; 奈良県歴史展示企画会議 監修 奈良県 (地域振興部文化資源活

用課) 

2016 吉田, 靖雄 (1939-....) 188.21-3 

詳解摩訶止観. 地卷, 研究註釈篇 / 池田魯参 著 大蔵出版 1997 池田, 魯参 (1941-....) 188.41-31(3) 

南光坊天海発給文書集 / 宇高良哲・中川仁喜 編 ; 東叡山寬永寺 監修 吉川弘文館 2014 宇高, 良哲 (1942-....) 188.4-62 

天台次第禅門の研究. 第 1 卷 / 大野榮人, 武藤明範著 山喜房佛書林 2012 大野, 栄人 (1944-....) 188.4-63 

天台維摩経疏の研究= Tiantai commentaries on the Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra= 天台維摩 国書刊行会 2017 山口, 弘江 (1974....-) 188.4-64 

日本仏塔の研究 全二巻 [本篇、図版篇] / 石田茂作著 吉川弘文館 2016 石田, 茂作 (1894-1977) 188.5-96(1), etc. 

歎異抄講義集成. 5 / 矢田了章, 林智康 監修 法蔵館 2017 矢田, 了章 188.7-73(5) 

Les Maîtres du zen au Japon / Masumi Shibata G.-P. Maisonneuve et Larose 1969 Shibata, Masumi (1923-
....) 

188.8-100 

正法眼蔵 : 現代語訳 全六巻 / 玉城康四郎 大蔵出版 1993-
1994 

玉城, 康四郎 (1915-

1999)  

188.8-101(1), etc. 

典座教訓講話 / 岸澤惟安 洞慶院 1976 岸澤, 惟安 188.8-102 

参同契葛藤集 ; 宝鏡三昧歌講話 / 岸澤惟安 著 ; 萩原得閑 編 大法輪閣 1987 岸澤, 惟安 188.8-103 
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証道歌 / 山田無文 著 禅文化研究所 1985 山田, 無文 (1900-1988) 188.8-104 

道元禅の神髄 : 「谿声山色」の卷講話 / 澤木興道 誠信書房 1963 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-105 

永平広録. 上. 下 / 西嶋和夫 監修 金沢文庫 1991 西嶋, 和夫 (1919-2014) 188.8-106(1), etc. 

典座教訓提唱 : 永平清規 / 西嶋和夫 金沢文庫 1991 西嶋, 和夫 (1919-2014) 188.8-107 

禪とは何か : 証道歌新釈 / 澤木興道 誠信書房 1962 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-108 

正法眼蔵 : 身心学道を味わう / 内山興正 柏樹社 1992 内山, 興正 (1912-1998) 188.8-109 

澤木興道全集. 第 1 卷, 証道歌を語る / 澤木興道 大法輪閣 1981 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(1) 

澤木興道全集. 第 10 卷, 禅戒本義を語る. 永平広録抄話 / 澤木興道 大法輪閣 1963 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(10) 

澤木興道全集. 第 11 卷, 信心銘拈提講話 / 澤木興道 大法輪閣 1963 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(11) 

澤木興道全集. 第 12 卷, 信心銘拈提講話 中 / 澤木興道 大法輪閣 1984 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(12) 

澤木興道全集. 第 13 卷, 傘松道詠講話, 信心名拈提講話 （下） / 澤木興道 大法輪閣 1984 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(13) 

澤木興道全集. 第 14 卷, 宝鏡三昧吹唱講話 / 澤木興道 大法輪閣 1965 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(14) 

澤木興道全集. 第 15 卷, 正法眼蔵講話 （続）, 光明蔵三昧講話 / 澤木興道 大法輪閣 1966 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(15) 

澤木興道全集. 第 16 卷, 観音経講話, 如来寿量品提唱 / 澤木興道 大法輪閣 1966 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(16) 

澤木興道全集. 第 17 卷, 正法眼蔵講話 5. (四摂法・八大人覚), 洞上句中玄講 大法輪閣 1968 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(17) 

澤木興道全集. 第 18 卷, 正法眼蔵講話 6. (弁道話), 日々是好日 / 澤木興道 大法輪閣 1968 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(18) 

澤木興道全集. 第 2 卷, 禅談 / 澤木興道 大法輪閣 1962 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(2) 

澤木興道全集. 第 3 卷, 学道用心集講話・永平家訓抄話 / 澤木興道 大法輪閣 1962 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(3) 

澤木興道全集. 第 4 卷, 大智禅師偈頌講話 / 澤木興道 大法輪閣 1989 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(4) 

澤木興道全集. 第 5 卷, 道元禅師偈頌講話 / 澤木興道 大法輪閣 1963 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(5) 

澤木興道全集. 第 6 卷, 正法眼蔵講話 1. (袈裟功徳・伝衣) / 澤木興道 大法輪閣 1964 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(6) 

澤木興道全集. 第 7 卷, 正法眼蔵講話 2. (谿声山色・法華転法華) / 澤木興道 大法輪閣 1964 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(7) 

澤木興道全集. 第 8 卷, 正法眼蔵講話 3. (坐禅箴・仏向上事・恁麼) / 澤木興 大法輪閣 1965 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(8) 

澤木興道全集. 第 9 卷, 正法眼蔵講話 4. (行持) / 澤木興道 大法輪閣 1965 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(9) 

澤木興道全集. 別卷 1, 雲水興道一代記 (墨蹟・遺影・思い出) / 澤木興道 大法輪閣 1984 沢木, 興道 (1880-1965) 188.8-110(s1) 

參同契・寶鏡三昧・洞上五位說 現代講話 / 保坂玉泉著 鴻盟社 1981 石頭, 希遷 (0700-0790) 188.8-111 

永平道元禅師清規, 全 : 大清規 / 岸澤惟安 校譯 官養院 1981 道元 (1200-1253) 188.8-112 

A first Zen reader / compiled and translated by Trevor Leggett Charles E. Tuttle Company 1982 Leggett, Trevor (1914-) 188.8-113 

The Zen Master Hakuin : selected writings / translated by Philip B. Yampolsky Columbia University Press 1971 Hakuin, Ekaku (1686-
1769) 

188.8-114 

Sun at midnight : poems and sermons / by Musō Soseki ; translated by W.S. Merwin and Sōiku Shigematsu North Point Press 1989 Musō Soseki (1275-
1351) 

188.8-115 

A Zen forest, sayings of the masters / compiled and translated, with an introd. by Soiku Shigematsu Weatherhill 1981 Shigematsu, Sōiku 188.8-116 

Flowers of emptiness : selections from Dōgen's Shōbōgenzō / translated, with an introductory essay and notes, by Hee-
Jin Kim 

E. Mellen Press 1985 Dōgen (1200-1253) 188.8-117 

A Zen harvest : Japanese folk Zen sayings / compiled and translated, with an introduction, by Sōiku Shigematsu North Point Press 1988 Shigematsu, Sōiku 188.8-118 

禅の心 悟りのうた : 証道歌を味わう / 内山興正 柏樹社 1988 内山, 興正 (1912-1998) 188.8-119 
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正法眼蔵仏性を味わう / 内山興正 著 柏樹社 1987 内山, 興正 (1912-1998) 188.8-120 

典座教訓新釋 / 田中俊英 著 国書刊行会 1976 田中, 俊英 188.8-121 

Dogen's pure standards for the Zen community : a translation of the Eihei shingi State University of New York 
Press 

1996 Dōgen (1200-1253) 188.8-122 

L'expérience du Zen : l'évolution historique du Chan et du Zen à travers les vies et les enseignements de ses plus 
grands maîtres 

A. Michel 1989 Hoover, Thomas (19..-
....) 

188.8-123 

Rational Zen : the mind of Dōgen Zenji / translated and presented by Thomas Cleary Shambhala 1993 Dōgen (1200-1253) 188.8-124 

Shobogenzo : Zen essays by Dogen / by Dogen ; translated by Thomas Cleary University of Hawaii Press 1991 Dōgen (1200-1253) 188.8-125 

Sermons inédits sur le zen : Livre I / traduit directement du japonais par Maryse et Masumi Shibata Editions Traditionnelles 1987 Shibata, Maryse 188.8-126 

The record of transmitting the light : Zen Master Keizan's Denkoroku / translated by Francis H. Cook Center Pub. 1991 Keizan (1268-1325) 188.8-127 

Transmission of light : Zen in the art of enlightenment / by Zen Master Keizan  Weatherhill 1990 Keizan (1268-1325) 188.8-128 

Sounds of valley streams : enlightenment in Dōgen's Zen, translation of nine essays from Shōbōgenzō State University of New York 
Press 

1989 Dōgen (1200-1253) 188.8-129 

Zen and Zen classics. Vol. 1, From the Upanishads to Huineng / R. H. Blyth Hokuseido Press 1982 Blyth, Reginald Horace 
(1898-1964) 

188.8-130(1) 

Hara : the vital centre of man / Karlfried Graf Dürckheim  Mandala 1988 Dürckheim, Karlfried 
von (1896-1988) 

188.8-131 

Zen and the art of calligraphy : the essence of sho / Ōmori Sōgen and Terayama Katsujō Arkana, published by the 
Penguin Group 

1990 Terayama, Katsujō 
(1938-) 

188.8-132 

Refining your life : from the Zen kitchen to enlightenment Weatherhill 1985 Dōgen (1200-1253) 188.8-133 

良寬の偈と正法眼蔵 / 中村宗一 誠信書房 1984 中村, 宗一 (1895-1989) 188.82-26 

Nuages fous / Ikkyû ; traduit du japonais et commenté par Maryse et Masumi Shibata A. Michel 1991 Ikkyū (1394-1481) 188.84-10 

伝光録 : 現代語訳 / 東隆真 大蔵出版 1991 瑩山 (1268-1325) 188.84-9 

臨済録の研究 / 柳田聖山 著 法蔵館 2017 柳田, 聖山 (1922-2006) 188.8-63(4) 

中世禅籍叢刊. 10, 稀覯禅籍集 / 道津綾乃, 高橋秀榮 編集責任 ; 中世禅籍叢 臨川書店 2017 道津, 綾乃 188.88-1(10) 

正法眼蔵聞書抄の研究 全七巻 / 山内舜雄 著 大蔵出版 1988 山内, 舜雄 (1920-....) 188.8-99(1), etc. 

The Japanese and the Jesuits : Alessandro Valignano in sixteenth-century Japan / J.F. Moran Routledge 1993 Moran, J. F 198.221-52 

Histoire, Géographie, Biographie 

平城宮跡整備報告書 国立文化財機構奈良文化財研

究所 

2016 奈良文化財研究所 210.02-153 

天皇側近たちの奈良時代 / 十川陽一 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 十川, 陽一 210.08-24(447) 

〈ものまね〉の歴史 : 仏教・笑い・芸能 / 石井公成 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 石井, 公成 210.08-24(448) 

文明に抗した弥生の人びと / 寺前直人 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 寺前, 直人 210.08-24(449) 

ふたつの憲法と日本人 : 戦前・戦後の憲法観 / 川口暁弘 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 川口, 暁弘 210.08-24(450) 

出雲の中世 : 地域と国家のはざま / 佐伯徳哉 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 佐伯, 徳哉 210.08-24(451) 

帝都防衛 : 戦争・災害・テロ / 土田宏成 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 土田, 宏成 210.08-24(452) 

土木技術の古代史 / 青木敬 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 青木, 敬 210.08-24(453) 

闘いを記憶する百姓たち : 江戸時代の裁判学習帳 / 八鍬友広 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 八鍬, 友広 210.08-24(454) 

船形埴輪と古代の喪葬 : 宝塚一号墳 / 穂積裕昌 著  [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2017 穂積, 裕昌 210.08-30(117) 

海に生きた弥生人 : 三浦半島の海蝕洞穴遺跡 / 中村勉 著  [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2017 中村, 勉 210.08-30(118) 
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東アジアに翔る上毛野の首長 : 綿貫観音山古墳 / 大塚初重, 梅澤重昭 著  [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2017 大塚, 初重 210.08-30(119) 

国宝土偶「仮面の女神」の復元 : 中ッ原遺跡 / 守矢昌文 著  [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2017 守矢, 昌文 210.08-30(120) 

久米邦武文書. 1, 巡幸日記・文書採訪記錄 / 久米美術館 編 吉川弘文館 1999 久米, 邦武 (1839-1931) 210.08-35(1) 

久米邦武文書. 2, 科学技術史関係 / 久米美術館 編 吉川弘文館 2000 久米, 邦武 (1839-1931) 210.08-35(2) 

史料纂集. 古記録編 189, 勘仲記 5 / 高橋秀樹 [他] 校訂 ; 藤原兼仲 著 八木書店 2017 高橋, 秀樹 210.088-13(42-5) 

史料纂集. 古記録編 [190], 兼見卿記 6 (自文祿 5 年正月至慶長 13 年 12 月) / 橋本 八木書店 2017 橋本, 政宣 210.088-13(48-6) 

史料纂集. 古記録編 [191], 江戸幕府大坂金蔵勘定帳 / 大野瑞男 校訂 八木書店 2017 大野, 瑞男 210.088-13(52) 

日記で読む日本史. 2, 平安貴族社会と具注暦 臨川書店 2017 山下, 克明 (1952-....) 210.1-117(2) 

日記で読む日本史. 7, 平安宮廷の日記の利用法 :「醍醐天皇御記」をめぐって 臨川書店 2017 堀井, 佳代子 210.1-117(7) 

日記で読む日本史. 8, 皇位継承の記錄と文学 : 「栄花物語」の謎を考える  臨川書店 2017 中村, 康夫 210.1-117(8) 

日記で読む日本史. 13, 日記に魅入られた人々, 王朝貴族と中世公家  臨川書店 2017 松薗, 斉 (1958-....) 210.1-117(13) 

環境の日本史. 4, 人々の営みと近世の自然 / 水本邦彦編 吉川弘文館 2013 水本, 邦彦 (1946-....) 210.1-118(4) 

水軍の日本史 上下 / 佐藤和夫 原書房 2012 佐藤, 和夫 (1932-....) 210.1-119(1), etc. 

人と動物の日本史. 1, 動物の考古学 / 西本豊弘 編 吉川弘文館 2008 西本, 豊弘 (1947-....) 210.1-120(1) 

人と動物の日本史. 2, 歴史のなかの動物たち / 中澤克昭 編 吉川弘文館 2009 中澤, 克昭 (1966-....) 210.1-120(2) 

人と動物の日本史. 3, 動物と現代社会 / 菅豊 編 吉川弘文館 2009 菅, 豊 (1963-....) 210.1-120(3) 

人と動物の日本史. 4, 信仰のなかの動物たち / 中村生雄, 三浦佑之 編 吉川弘文館 2009 中村, 生雄 (1946-2010) 210.1-120(4) 

Histoire du Japon et des Japonais. 1, Des origines à 1945 / Edwin Oldfather Reischauer ; traduit de Seuil 1973 Reischauer, Edwin 
Oldfather (1910-1990) 

210.1-121(1) 

Histoire du Japon et des Japonais. 2, De 1945 à 1970 / Edwin O. Reischauer ; traduit de l'américai Seuil 1981 Reischauer, Edwin 
Oldfather (1910-1990) 

210.1-121(2) 

地域史の可能性 : 越前から描く中世 / 田中大喜, 長谷川裕子, 村木二郎 編 総研大日本歴史研究専攻 2017 田中, 大喜 210.1-87(19) 

近世商人と市場 / 原直史 著 山川出版社 2017 原, 直史 210.1-93(88) 

徳富蘇峰と大日本言論報国会 / 赤澤史朗 著 山川出版社 2017 赤澤, 史朗 210.1-93(98) 

日本古代の牧と馬政官司 / 佐藤健太郎 著 塙書房 2016 佐藤, 健太郎 (1978-....) 210.3-151 

現代語訳小右記. 4, 敦成親王誕生, 寬弘二年(一〇〇五)四月‐寬弘八年(一〇一一)十二月 吉川弘文館 2017 藤原, 実資 (0957-1046) 210.37-20(4) 

現代語訳小右記. 5, 紫式部との交流, 長和元年(一〇一二)正月‐長和二年(一〇一三)六月 吉川弘文館 2017 藤原, 実資 (0957-1046) 210.37-20(5) 

平安後期散逸日記の研究 / 大島幸雄 著 岩田書院 2016 大島, 幸雄 210.38-10 

網野善彦対談集. 3, 海と日本人 / 網野善彦 [述] ; 山本幸司 編 岩波書店 2015 網野, 善彦 (1928-2004) 210.4-149(3) 

網野善彦対談集. 4, 鎌倉・室町期の日本 / 網野善彦 [述] ; 山本幸司 編 岩波書店 2015 網野, 善彦 (1928-2004) 210.4-149(4) 

網野善彦対談集. 5, 文学・芸能と歴史 / 網野善彦 [述] ; 山本幸司 編 岩波書店 2015 網野, 善彦 (1928-2004) 210.4-149(5) 

増補倭寇と勘合貿易 / 田中健夫 著 ; 村井章介 編 筑摩書房 2012 田中, 健夫 (1923-2009) 210.4-161 

倭寇 : 商業・軍事史的研究 / 太田弘毅 春風社 2002 太田, 弘毅 (1939-....) 210.4-162 

鎌倉遺文研究. 38 / 鎌倉遺文研究会 編 吉川弘文館 2016 鎌倉遺文研究会 210.42-21(38) 

鎌倉遺文研究. 39 / 鎌倉遺文研究会 編 吉川弘文館 2017 鎌倉遺文研究会 210.42-21(39) 

南北朝遺文 : 関東編. 第 7 巻, 無年号文書・年月日未詳 / 佐藤和彦 [ほか]編 東京堂出版 2017 佐藤和彦 210.45-4(3-7) 

戦國遺文, 大内氏編 第 2 巻 / 和田秀作 編 東京堂出版 2017 和田, 秀作 210.47-4h(2) 

A Korean war captive in Japan, 1597-1600 : the writings of Kang Hang / edited and translated by JaHyun Kim Columbia University Press 2013 Haboush, JaHyun Kim 
(1941-2011) 

210.497-6 
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Network of knowledge : Western science and the Tokugawa information revolution / Terrence Jackson University of Hawaiʻi Press 2016 Jackson, Terrence 210.5-182 

北方史のなかの近世日本 / 菊池勇夫 著 校倉書房 1991 菊池, 勇夫 (1950-....) 210.5-183 

幕領飛騨の御留山と植木場 : 江戸時代の育林・育樹 / 高山陣屋管理事務所 高山陣屋管理事務所 2016 高山陣屋管理事務所 210.5-184 

Individuality in early modern Japan : thinking for oneself / Peter Nosco Routledge, an imprint of the 
Taylor & Francis Group 

2018 Nosco, Peter (1950-....) 210.5-186 

江戶鷹場制度の研究 / 山崎久登 著 吉川弘文館 2017 山崎, 久登 (1977-....) 210.55-10 

明王太郎日記 : 堂宮大工が見た幕末維新. 上 / 明王太郎 ; 手中正, 小沢朝江 東海大学出版部 2017 手中, 景元 (1819-1906) 210.58-49(1) 

長崎聞役日記 : 幕末の情報戦争 / 山本博文 筑摩書房 1999 山本, 博文 (1957-....) 210.59-27 

講座明治維新. 6, 明治維新と外交 / 明治維新史学会 編 有志舎 2017 明治維新史学会 210.61-32(6) 

Empires on the waterfront : Japan's ports and power, 1858-1899 / Catherine L. Phipps Harvard University Asia 
Center 

2015 Phipps, Catherine Lynn 
(1968-....) 

210.6-86 

近世蝦夷地成立史の研究 / 海保嶺夫 三一書房 1984 海保, 嶺夫 (1943-....) 211.0-10 

アイヌ民族と日本人 : 東アジアのなかの蝦夷地 / 菊池勇夫 著 朝日新聞社 1994 菊池, 勇夫 (1950-....) 211.0-11 

アイヌと松前の政治文化論 : 境界と民族 / 菊池勇夫 著 校倉書房 2013 菊池, 勇夫 (1950-....) 211.0-9 

古地図で見る京都 : 「延喜式」から近代地図まで / 金田章裕 平凡社 2016 金田, 章裕 (1946-....) 216 2-31 

天下人の城 / 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 編 京都市文化市民局文化部文化

財保護課 

2017 京都市文化市民局文化

芸術都市推進室文化財

保護課 

216.2-13(31) 

1867 年パリ万博と佐賀藩の挑戦= SAGA à Paris - le défi des samouraïs à l'Exposition Universelle 1867 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 2017 佐賀県立佐賀城本丸歴

史館 

219.2-2 

松浦氏と平戶貿易 / 外山幹夫 著 国書刊行会 1987 外山, 幹夫 (1932-....) 219.3-24 

戦国大名の外交と都市・流通 : 豊後大友氏と東アジア世界 / 鹿毛敏夫 著 思文閣出版 2006 鹿毛, 敏夫 (1963-....) 219.5-1 

薩摩藩 対外 交涉史 の 研究 / 徳永 和喜 九州 大学 出版会 2005 徳永, 和喜 (1951-....) 219.7-8 

Japanese studies on Japan and the Far East : a short biographical and bibliographical introduction. Hong Kong university press 1961 Teng, Ssu-yü (1906-
1988) 

220.03-5 

アジアにおける平泉文化= How Can We Consider "Hiraizumi Culture" from Asian Perspectives? 岩手県教育委員会 ; 一関市教

育委員会 ; 奥州市教育委員会 ; 

平泉町教育委 

2016 岩手県教育委員会 220.08-15 

東アジア通交圈と国際認識 / 田中健夫 著 吉川弘文館 1997 田中, 健夫 (1923-2009) 220.6-6 

中国の海賊 / 松浦章 東方書店 1995 松浦, 章 (1947-....) 222.01-5 

後白河法皇日錄 / 編著小松茂美 ; 補訂前田多美子 学藝書院 2012 小松, 茂美 (1925-2010) 288.41-13 

伊藤圭介日記. 第二十一集, 錦窠翁日記 明治十二年八月～十月 / 圭介文書 名古屋市東山植物園 2015 圭介文書研究会 289.1-136 

渋沢栄一, パリ万国博覧会へ行く : 渋沢栄一渡仏一五〇年 渋沢栄一記念財団渋沢史料館 2017 渋沢史料館 289.1-138 

柿本人麻呂 / 多田一臣 著 吉川弘文館 2017 多田, 一臣 289.1-21(288) 

源頼義 / 元木泰雄 著 吉川弘文館 2017 元木, 泰雄 289.1-21(289) 

古地図研究 [復刻]1-6巻、別巻 大空社 1992 監修 日本地図資料協会 291.038-22(1), etc. 

Le Japon d'hier et d'aujourd'hui / [Constant Améro] librairie d'éducation A. Hatier 1905 Améro, Constant (1832-
1908) 

291.09-70 

中世の蝦夷地 / 海保嶺夫著 吉川弘文館 1987 海保, 嶺夫 (1943-....) 291.1-11 

Eyes on Aichi : sights and scenes of Aichi Prefecture / Aichi Prefectural Gouvernment International Affairs Division, 
Policy Planning Office, Aichi 
Prefectural Government 

201? 愛知. 県 (Japon) 291.55-2 
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A journey to Shimane Peninsula : Land of the Ancient Gods / Editorial Surpervisor, Seki Kazuhiko The Society for the 
Rediscovery of the Forty-Two 
Bay Pilgrimage of the 
Shimane Peninsula 

2016 Seki, Kazuhiko (1946-
....) 

291.73-1 

Sciences sociales, Ethnologie 

Contemporary Japan / by Yusuke Tsurumi The Japan Times 1927 Tsurumi, Yūsuke (1885-
1973) 

302.1-14!bis 

「縮み」志向の日本人 / 李御寧 著 学生社 1982 李, 御寧 (1934-....) 302.1-58 

Le Japon / par Jacques Robert,... Librairie générale de droit et 
de jurisprudence 

1969 Robert, Jacques (1928-
....) (juriste) 

312.1-21 

Studies in the institutional history of early modern Japon / ed. by John W. Hall and Marius B. Jansen Princeton University press 1970 Hall, John W 312.1-22 

歴史的建築物・寺内文庫を活かす地域づくり / 斉理 編 ; 北林健二, 下瀬一正 [共著]  東洋図書 2016 斉藤 理 318.2-4 

Japan-China relations in the modern era / Ryosei Kokubun, Yoshihide Soeya, Akio Takahara, and Shin K Routledge/Taylor & Francis 
Group 

2017 Kokubun, Ryosei (1953-
....) 

319.1022-4 

Japan in Asia : post-Cold-War diplomacy / Tanaka Akihiko ; translated by Jean Connell Hoff Japan Publishing Industry 
Foundation for Culture 

2017 田中, 明彦 (1954-....) 319.102-3 

The history of US-Japan relations : from Perry to the present / Makoto Iokibe, editor ; Tosh Minohar Palgrave Macmillan 2017 五百旗頭, 真 (1943-....) 319.1053-2 

日系文化を編み直す : 歴史・文芸・接触 / 細川周平 編著 ミネルヴァ書房 2017 細川, 周平 (1955-....) 334.5-2 

近世日本教育文化史 : 現実 の分析に立った / 內山克己, 熊谷忠泰, 増田史 学芸図書 1982 内山, 克巳 (1907-....) 372.105-18 

日本教育史 : 教育学テキスト講座 / 長田新 監修 御茶の水書房 1961 長田, 新 (1887-1961) 372.1-47 

小学新国語, 四年上 / 石森延男ほか著 光村図書出版 1978 石森, 延男 (1897-1987) 375.982-2(4-1) 

小学新国語, 五年上 / 石森延男ほか著 光村図書出版 1978 石森, 延男 (1897-1987) 375.982-2(5-1) 

小学新国語, 六年上 / 石森延男ほか著 光村図書出版 1978 石森, 延男 (1897-1987) 375.982-2(6-1) 

奥沢神社の大蛇お練り行事 : 東京都指定無形民俗文化財 [DVD] 東京都教育庁 2016 東京都 382.13-2(4-1) 

江古田の獅子舞 ①, ② : 東京都指定無形民俗文化財 [DVD] 東京都教育庁 2016 東京都 382.13-2(4-2), etc. 

葛西の里神楽 : 東京都指定無形民俗文化財[DVD] 東京都教育庁 2016 東京都 382.13-2(4-4) 

八枝神社のお獅子様 : 平成２７年度 文化遺産を活かした地域活性化事業 [DVD] 上尾市文化遺産活用活性化実

行委員会 

2016 上尾市 382.13-4 

Japan / Oskar Kressler Akademische 
Verlagsgesellschaft Athenaion 

1936 Kressler, Oskar 382.1-47 

田山花踊 : 雨乞いと喜びの風流踊り : 京都府指定無形民俗文化財 [DVD]  京都府文化遺産活用事業推進

実行委員会 

2016 植木, 行宜 (1932-....)  382.16-1 

日本風俗志. 1～4 / 加藤咄堂 著 大東出版社 1941 加藤, 咄堂 (1870-1949) 382.1-72(1), etc. 

相撲 / 土屋喜敬 著 [ものと人間の文化史] 法政大学出版局 2017 土屋, 喜敬 383.9-14(179) 

La noblesse de l'échec : héros tragiques de l'histoire du Japon / Ivan Morris Gallimard 1980 Morris, Ivan (1925-....) 384.0-4 

日本幼児史 : 子どもへのまなざし / 柴田純 吉川弘文館 2013 柴田, 純 (1947-....) 384.5-2 

青森ねぶた誌 : 増補版 / 宮田登, 小松和彦 監修 青森市 2016 宮田, 登 (1936-2000) 386.21-34 

大和の祭りと芸能 : 奈良県無形民俗文化財ガイドブック / 奈良県教育委員会 奈良の文化遺産を活かした総

合地域活性化事業実行委員会 

2016 奈良県教育委員会. 事務

局. 文化財保存課 

386.7-9 

呪縛・護法・阿尾奢法 : 說話にみる僧の験力 / 小田悦代 著 岩田書院 2016 小田, 悦代 (1964-....) 387.1-91 

石田英一郎全集 全八巻 / 石田英一郎  筑摩書房 1977 石田, 英一郎 (1903-

1968) 

389.1-12(1), etc. 
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Sciences, Technologies, Industries 

洋学 : 洋学史学会研究年報. 24 (2017) / 洋学編集委員会 編 洋学史学会 2017 洋学編集委員会 402.105-3(24) 

幕末佐賀藩の科学技術. 上, 長崎警備強化と反射炉の構築 岩田書院 2016 「幕末佐賀藩の科学技

術」編集委員会 

402.1-11(1) 

幕末佐賀藩の科学技術. 下, 洋学摂取と科学技術の発展  岩田書院 2016 「幕末佐賀藩の科学技

術」編集委員会 

402.1-11(2) 

和漢古典植物名精解 / 木下武司 著 和泉書院 2017 木下, 武司 470.2-2 

江戶病草紙 / 立川昭二 筑摩書房 1998 立川, 昭二 (1927-....) 490.2-25 

李士材四言脉訣講義 : 全 / 高橋大和 編 高橋漢方研究所 1939 李, 中梓 (1588-1655) 490.9-14 

医経研究 全 9 巻/ 高橋大和 執筆 高橋漢方研究所 1940 高橋, 啓三郎 490.9-15(1), etc. 

年中運気指南 : 全 / 岡本為竹 ; 高橋大和 校 高橋漢方研究所 1940 岡本, 一抱 (1685-1733) 490.9-16 

癰疽神秘灸経 : 和訳 / 胡元慶 著 ; 山田素参 譯 醫道之日本社 1939 胡, 元慶 (13-14e siècle) 492.7-2 

自然のくすり箱 : 薬草とわたしたちの暮らし / 岐阜県博物館学芸部 岐阜県博物館 2015 岐阜県博物館 499.9-15 

中世鎌倉五山の建築 / 鈴木亘著 中央公論美術出版 2016 鈴木, 亘 (1937-....) 521.81-12 

石見銀山遺跡 関連講座記録集. 平成 27 年度 / 島根県教育委員会 島根県教育委員会 （文化財課

世界遺産室） 

2016 島根県教育委員会文化

財課 

562.1-10 

モノの伝播とカタチ : 備前焼の場合 / 備前市教育委員会生涯学習課 編 備前市教育委員会生涯学習課 2016 備前市教育委員会 573.2-3 

平成２７年度「富岡製糸場と絹産業遺産群」調査研究  シルクカントリーぐんま連絡

協議会 

2016 シルクカントリーぐん

ま連絡協議会 

586.421-5 

富岡製糸場と群馬の蚕糸業 / 高崎経済大学地域科学研究所 編 日本経済評論社 2016 西野, 寿章 (1967-....) 586.421-6 

沖縄織物裂地 : 田中俊雄 蒐集 / 柳悦州 編 Okinawa Kenritsu Geijutsu 
Daigaku Fuzoku Kenkyūjo 

2016 柳, 悦州 586.7-2 

柳屋本店 : 400 年史 / 柳屋本店 ; 出版文化社 編 柳屋本店 2015 柳屋本店 602.1-10 

北九州における鋳造技術の歴史と発展= History and Development of Casting Technolohy in Kitakyushu : 平成 27年度 

報告書 

北九州産業技術保存継承セン

ター 

2016 宮田, 守次 602.1-11 

園冶 / 計成 著 ; 橋川時雄 解說 渡辺書店 1970 橋川, 時雄 (1894-1982) 629.22-1 

蚕書研究 本篇 補遺/ 井上善治郎 著 井上善治郎 2006 井上, 善治郎 (1924-....) 630.0-6(1), etc. 

イルカと日本人 : 追い込み漁の歴史と民俗 / 中村羊一郎 吉川弘文館 2017 中村, 羊一郎 664.0-2 

江戶時代近江の商いと暮らし : 湖国の歴史資料を読む / 青柳周一, 東幸代, おうみ学術出版会 2016 青柳, 周一 (1970-....) 672.1-18 

The Deshima diaries : marginalia, 1740-1800 / Leonard Blussé ... [et. al.] Japan-Netherlands Institute 2004 Blussé, Leonard (1946-
....) 

678.2-10(2) 

Arts 

日本芸術名著選. 1, 近世絵画史 / 藤岡作太郎 著 ぺりかん社 1983 藤岡, 作太郎̄ (1870-

1910) 

702.1-44(1) 

日本芸術名著選. 2, 日本絵画三代志 / 石井柏亭 著 ぺりかん社 1983 石井, 柏亭 (1882-1958) 702.1-44(2) 

日本芸術名著選. 3, 河鍋暁斎翁伝 / 飯島虛心 著 ; 解說 吉田漱 ぺりかん社 1984 飯島, 虛心 (1841-1901) 702.1-44(3) 

日本芸術名著選. 4, 道八芸談 / 鶴沢道八 著 ; 鴻池幸武 編, 註解 武智鉄二 ぺりかん社 1987 鶴沢, 道八 (1869-1944) 702.1-44(4) 

日本芸術名著選. 5, 日本画の精神 / 坂崎坦 著 ぺりかん社 1995 坂崎, 坦 (1887-1978) 702.1-44(5) 

法隆寺献納宝物銘文集成 / 東京国立博物館 編 吉川弘文館 1999 東京国立博物館 702.17-6 

Satsuma : masterpieces from the world's important collections / Louis Lawrence Dauphin 1991 Lawrence, Louis (1949- 703.8-34 
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....) 

Inrō : Gürtelschmuck aus Japan= Japanese belt ornaments / Uta Werlich, Susanne Germann Linden-Museum, Staatliches 
Museum für Völkerkunde 

2016 Werlich, Uta 706.9-400 

絵巻マニア列伝= Picture scroll enthusiasts : celebrating a decade in Roppongi : 六本木開館 10周年記念展 サントリー美術館 2017 サントリー美術館 

(Tōkyō, Japon) 

706.9-401 

長崎版画と異国の面影= Nagasaki prints and visions of foreign lands 板橋区立美術館 2017 板橋区立美術館 706.9-402 

海北友松= Kaihō Yūshō : 京都国立博物館開館 120 周年記念 / 京都国立博物館 每日新聞社 2017 京都国立博物館 706.9-403 

頼山陽を愛した女流画人= Hirata Gyokuon : 平成 27 年度 秋の企画展 広島県立歴史博物館 2015 平田, 玉蘊 (1787-1855) 706.9-404 

尾道・浄土寺の寺寶展 : 瀬戸内の精華 / 広島県立歴史博物館 広島県立歴史博物館 2015 広島県立歴史博物館 706.9-405 

白絵 : 祈りと寿ぎのかたち / 神奈川県立歴史博物館 編 神奈川県立歴史博物館 2014 神奈川県立歴史博物館 706.9-406 

始皇帝と大兵馬俑= The Great Terracotta Army of China's First Emperor : 特別展 / 東京国立博物館 NHK 2015 東京国立博物館 706.9-407 

大寺さん : 信仰のかたちをたどる / 堺市博物館 編 堺市博物館 2016 堺市博物館 706.9-408 

Céramique contemporaine de Kyoto et de Kiyomizu : l'élégance de l'Ancienne Capitale, un art vieux Le comité d'organisation de 
l'exposition "Céramique 
contemporaine de Kyôto et de 
Kiyomizu" 

1993 

  

706.9-409 

À l'aube du Japonisme : premiers contacts entre la France et le Japon au XIXe siècle, 22.11.2017 / Maison de la culture du Japon 
à Paris 

2017 Lacambre, Geneviève 706.9-410 

Enquêtes vagabondes : Le voyage illustré d'Emile Guimet en Asie Gallimard 2017 Cramerotti, Cristina 706.9-411 

Paintings of bamboo flutes : a history and genealogy of shakuhachi performance / Izumi Takeo Tohoku University Press 2016 泉, 武夫 (1954-....) 721.02-17 

江戶の花鳥画 : 博物学をめぐる文化とその表象 / 今橋理子 スカイドア 1995 今橋, 理子 (1964-....) 721.025-17 

院政期仏画と唐宋絵画 / 増記隆介 中央公論美術出版 2015 増記, 隆介 (1974-....) 721.1-10 

ビゴーがみた世紀末ニッポン / 監修 清水勲 平凡社 1996 清水, 勲 (1939-....) 723.0-2 

書 : Book of Books. 30 / 堀江知彦 小学館 1971 堀江, 知彦 (1907-1988) 728.21-17 

日下部金兵衛 : 明治時代カラー写真の巨人 / 中村啓信 国書刊行会 2006 中村, 啓信 (1929-....) 740.21-13 

江戸前期上方色摺史の研究 : グローバルな進化の過程の下で / 町田恵一 著 印刷学会出版部 2017 町田, 恵一 (1927-....) 749.21-6 

硯箱の美 : 蒔絵の精華 / 著 内田篤呉 淡交社 2006 内田, 篤呉 (1952-....) 752.0-13 

刀装石黒派の世界= The Ishiguro School of Japanese sword fittings artists : 花鳥絢爛 東京美術 2016 日本美術刀剣保存協会. 

刀剣博物館 

756.6-10 

La Théorie et l'esthétique musicale japonaises : du 8e au 19e siècle / Tamba Akira Publications orientalistes de 
France 

1988 Tamba, Akira (1932-....) 762.1-4 

中国・朝鮮音楽調查紀行 / 田辺尚雄 著 音楽之友社 1970 田邊, 尚雄 (1883-1984) 762.2-3 

パイワン族ノ歌 : 附 ブヌン・タイヤルノ歌 / 一條慎三郎 著 臺灣教育會 1925 一條, 慎三郎 (1874-

1945) 

762.2-4 

越境する翻訳・翻案・異文化交流 : 日仏演劇国際シンポジウム / 白井史人 文部科学省「特色ある共同研

究拠点の整備の推進事業(演劇

映像学連携研究 

2017 白井, 史人 770.4-10 

能絵鑑 / 国立能楽堂事業推進課調査資料係 編 日本芸術文化振興会 2017 国立能楽堂 773.08-9 

A guide to Nō / by P. G. O'Neill Hinoki Shoten 1953 O'Neill, P. G. (Patrick 
Geoffrey) (1924-) 

773.1-42 

異界を旅する能 : ワキという存在 / 安田登 筑摩書房 2011 安田, 登 (1956-....) 773.2-23 

宇和島伊達家の能楽 : 平成二十八年度国立能楽堂特別展示 / 国立能楽堂 日本芸術文化振興会 2016 国立能楽堂 773.67-2(35) 
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The book of tea / by Kakuzo Okakura ; foreword and afterword by Soshitsu Sen XV. Kenkyusha 1974 Okakura, Kakuzō 
(1862-1913) 

791.0-17 

茶の湯とイエズス会宣教師 : 中世の異文化交流 / スムットニー祐美 思文閣出版 2016 Smutny, Yumi 791.2-8 

Linguistique , Littérature 

The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages / J. Marshall Unger University of Hawaiʻi Press 2009 Unger, J. Marshall 810.2-25 

漢字の用法 / 武部良明 角川書店 1978 武部, 良明 (1920-1994) 811.2-22 

La phrase japonaise : structures complexes en japonais moderne / par Catherine Garnier Publications orientalistes de 
France 

1982 Garnier, Catherine 
(1943-....) 

816.0-11 

佛語箋 : 研究・索引・影印 / 田口雅子 編著 ; 飛田良文 監修 港の人 2016 田口, 雅子 (19XX-....) 853.0-2 

物語世界における絵画的領域 : 平安文学の表現方法 / 川名淳子 ブリュッケ 2005 川名, 淳子 (1957-....) 910.23-63 

京都大学蔵潁原文庫選集. 第 2 卷, 浮世草子 / 京都大学文学部国語学国文学 臨川書店 2017 京都大学. 国語学国文学

研究室 

910.25-37(2) 

京都大学蔵潁原文庫選集. 第 3 卷, 連歌 1 俳諧 1 / 京都大学文学部国語学国文 臨川書店 2017 京都大学. 国語学国文学

研究室 

910.25-37(3) 

和歌のアルバム : 藤原俊成 詠む・編む・変える / 小山順子 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2017 小山, 順子 (1976‐....) 910.4-45(4) 

異界へいざなう女 : 絵巻・奈良絵本をひもとく / 恋田知子 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2017 恋田, 知子 (1973-....) 910.4-45(5) 

江戸の博物学 : 島津重豪と南西諸島の本草学 / 高津孝 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2017 高津, 孝 (1958-....) 910.4-45(6) 

和算への誘い : 数学を楽しんだ江戸時代 / 上野健爾 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2017 上野, 健爾 (1945-....) 910.4-45(7) 

園芸の達人本草学者・岩崎灌園 / 平野恵 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2017 平野, 恵 (1965‐....) 910.4-45(8) 

島津忠夫著作集. 別巻 3, 『源氏物語』放談 和泉書院 2017 島津, 忠夫 (1926-2016) 910.8-12(sup3) 

島津忠夫著作集. 別巻 4, 老のくりごと, 八十以後国文学談儀 / 島津忠夫 著 和泉書院 2017 島津, 忠夫 (1926-2016) 910.8-12(sup4) 

新後拾遺和歌集 / 松原一義, 鹿野しのぶ, 丸山陽子 著 [和歌文学大系] 明治書院 2017 松原, 一義 911.101-10(11) 

まひる野. 雲鳥. 太虗集 / 太田登, 西村真一, 神田重幸 著 [和歌文学大系] 明治書院 2017 窪田, 空穂 911.101-10(79) 

発心和歌集 極楽願往生和歌新注 / 岡﨑真紀子 著 [新注和歌文学叢書] 靑簡舎 2017 岡﨑, 真紀子 (1971-....) 911.138-18(22) 

西山宗因全集. 第六巻, 解題・索引篇 / 西山宗因全集編集委員会 編 八木書店 2017 西山宗因全集編集委員

会 

911.31-4(6) 

The Narrow road to the deep north. and other travel sketches / Bashô Penguin Books 1966 Bashō (1644-1694) 911.32-37 

Japanese tales and legends / retold by Helen and William McAlpine ; illustrated by Joan Kiddell-Monr Oxford University Press 1979 McAlpine, Helen 913.0-11 

新訂 古事記 : 付 現代語訳・語句索引・歌謠各句索引 / 武田祐吉 訳注 角川書店 1986 武田, 祐吉 (1886-1958) 913.21-28 

The tale of Genji / Murasaki Shikibu ; translated by Dennis Washburn W.W. Norton & Company 2015 Washburn, Dennis 
Charles (1954-....) 

913.367-14 

中世王朝物語全集. 4, いはでしのぶ / 永井和子 校訂・訳注 笠間書院 2017 永井, 和子 (1934-....) 913.41-6(4) 

近世小說の研究 : 啓蒙的文芸の展開 / 湯浅佳子 著 汲古書院 2017 湯浅, 佳子 (1965-....) 913.5-20 

江戸桜清水清玄 / 国立劇場調査養成部 編 [正本写合卷集] 日本芸術文化振興会 2017 柳水亭, 種清 (1821-

1907) 

913.57-9(18) 

The setting sun / by Osamu Dazai ; translated by Donald Keene Tuttle publishing 1981 Dazai, Osamu (1909-
1948) 

913.6-daz(7) 

孔子 / 井上靖 新潮社 1989 井上, 靖 (1907-1991) 913.6-ino(6) 

Plucking chrysanthemums : Narushima Ryūhoku and sinitic literary traditions in modern Japan Harvard University Asia 
Center 

2016 Fraleigh, Matthew 
(1973-....) 

919.6-9 

称觴集 狩野教授還暦記念会 1928 狩野教授還暦記念会 919.9-6 
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正倉院本王勃詩序訳注 / 日中文化交流史研究会 編 翰林書房 2014 日中文化交流史研究会 921.43-10 

茶をうたう詩 : 「詠茶詩錄」詳解 / 石川忠久 著 研文出版 2011 石川, 忠久 (1932-....) 921.4-6 

Usuels 

The Bloomsbury Research Handbook of Contemporary Japanese Philosophy Bloomsbury 2017 Yusa, Michiko D-2.1-3 

The Cambridge history of Japanese literature / edited by Haruo Shirane and Tomi Suzuki, with David L Cambridge University Press 2016 Shirane, Haruo (1951-
....) 

G-1.04-13 

日本史小辞典 : 原始・古代-近世 / 竹内理三 編 角川書店 1986 竹内, 理三 (1907-1997) H-1.04-26 

藤原道長事典 : 御堂関白記からみる貴族社会 / 大津透, 池田尚隆 編 思文閣出版 2017 大津, 透 (1960-....) H-1.34-7 

Routledge handbook of premodern Japanese history / edited by Karl F. Friday Routledge, Taylor & Francis 
Group 

2017 Friday, Karl F. (1957-
....) 

H-1.34-8 

Fonds précieux 

八囀聲鈔 : 悉曇 / [玄照] 中野宗左衞門 1729 玄照 Res.-56 

標科傍訓七十五法名目 / 町元吞空 註釋 出雲寺文治郎 1895 町元, 吞空 Res.-57 

悉曇三密鈔 : 上中下卷 / [浄厳 集] 庄左衛門 1682 浄厳 (1639-1702) Res.-58 

通俗陰隲文 : 全 / 唐 文昌帝 撰 前川文栄堂 1843   Res.-59 

茶経詳説 / [顯常 編] 小川源兵衛 1774 顯常 (1719-1801) Res.-60 

帝範国字解 / 市川鶴鳴 出雲寺和泉掾 1789 市川, 鶴鳴 (1740-1795) Res.-61 

文語觧 / [顯常 撰] 出雲寺文次郎 1772 顯常 (1719-1801) Res.-62 

銅板和漢年契 河内屋吉兵衞 [et 7 autres] 1866 高安, 蘆屋 Res.-63 

教示章勧誘錄 / 渥美契縁 編 西村空華堂 1881 渥美, 契縁 (1841-1906) Res.-64 

歩軍操法. 二篇, 小隊学 [Editeur inconnu] 1857   Res.-65 

歩軍操法. 三篇, 大隊学 [Editeur inconnu] 1856   Res.-66 

歩軍操法. 四篇, 里尼学 [Editeur inconnu] 1864   Res.-67 

類聚雑要抄 Manuscrit 1704  Res.-68 

新撰姓氏録 [Editeur inconnu] 1673 松下, 見林 (1637-1703) Res.-69 

歎異鈔法話 : 悪人成仏章 / 五楽隠 大玄 述 丁子屋七兵衛 1863 大玄 (....-1871) Res.-70 

類題風月集 : 三冊 / 近藤芳樹 [編] 山城屋兵衛 [他 8 名] 1856 近藤, 芳樹 (1801-1880) Res.-71 

十八史畧字解 / 鴨下緝 江島喜兵衛 [他 8 名] 1875 鴨下, 緝 Res.-72 

新撰伊呂波引紋帳大全 / 井上久太郎 出版人和田庄藏 ... [他 2 名 ] 1885 井上, 久太郎 Res.-73 

朝鮮全図 / 陸軍参謀局 陸軍参謀局 1876 陸軍参謀局 Res.-74 

明治普通玉篇大全 : 四声音訓 / 松本正造 編 風月堂 1895 松本, 正造 Res.-75 

詩仙堂志. 承集 / [三橋成烈 編] 北村庄助 1797 三橋, 成烈 (1726-1791) Res.-76 

伊豆母廼美多麻. 初篇 須原屋伊八 1864 川北, 丹霊 Res.-77 

暁齋醉畫 : 明治新鐫. 第弐集 / [畫工 河鍋洞郁] 松崎半造 1883 河鍋, 暁斎 (1831-1889) Res.-78 

京都市郡名所新圖 : 改正新刻 / 片岡賢三 編 風月庄左衛門 1890 片岡,賢三 Res.-79 

江戶大節用海内蔵. 坤 / 高井蘭山 増輯 ; 中村經年 補輯, 菊川英山 圖畫 山城屋佐兵衞 1863 高井, 蘭山 (1762-1839) Res.-80 

求古圖譜, 織文之部 有隣堂 穴山篤太郎 <1885 高島,千春(1777-1859) Res.-81 

蝦夷志 : 全 / 新井白石 著 多気志楼藏版 1862 新井,白石(1657-1725) Res.-82 
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外蕃容貌圖画. 乾 / 田川春道 撰; 倉田東岳 画 金華堂 [他 15 名] 1855 田川, 春道 Res.-83 

教訓世話字往来 : 全 / 清泉堂輝山 書 大和屋作次郎 1864 清泉堂輝山 Res.-84 

 


