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Titre Editeur Année Auteur Cote 

Généralités 

江戶を読む : 神奈川県立図書館所蔵江戶期刊行資料より 神奈川県立図書館 2017 神奈川県立図書館 029 6-7 

京都国立博物館 120年のあゆみ / 京都国立博物館 編集 京都国立博物館 2017 京都国立博物館 069 0-4 

目でみる 120年 / 東京国立博物館 編 東京国立博物館 1992 東京国立博物館 069 8-7 

国際研究集会「万国博覧会と人間の歴史」報告書 : 第 48回国際研究集会 人間文化研究機構国際日本文化研究セン

ター 

2017 佐野, 真由子 (1969-....) 080 0-28(48) 

A Pirate's View of World History : a Reversed Perception of the Order of Things from a 

Global Perspective 

International Research Center for 

Japanese Studies 

2017 Inaga, Shigemi (1957-....) 080 0-28(50) 

漢京識略 : 近世末ソウルの街案内 / 柳本芸 [著] ; 吉田光男 訳 [東洋文庫] 平凡社 2018 柳, 本芸 080 0-4(885) 

周作人読書雑記 1 / 周作人 [著] ; 中島長文 訳 [東洋文庫] 平凡社 2018 周, 作人 (1885-1967) 080 0-4(886) 

古代中国の社 : 土地神信仰成立史 / E・シャヴァンヌ [著] ; 菊地章太 訳[東洋文庫] 平凡社 2018 Chavannes, Edouard (1865-1918) 080 0-4(887) 

日本史の中の天皇 : 宗教学から見た天皇制 / 村上重良 [講談社学術文庫] 講談社 2003 村上, 重良 (1928-1991) 080 0-8(1582) 

百人一首, 百人一首注 : 拾遺(三) / 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(100-2) 

小右記 5 / [藤原実資] [著] ; 前田育徳会尊経閣文庫 編 八木書店 2017 藤原, 実資 (957-1046) 081 0-24(60) 

小右記 6 / [藤原実資] [著] ; 前田育徳会尊経閣文庫 編 八木書店 2018 藤原, 実資 (957-1046) 081 0-24(61) 

熊倉功夫著作集. 第 7卷, 日本料理文化史 / 熊倉功夫 著 思文閣出版 2017 熊倉, 功夫 (1943-....) 081 6-21(7) 

Pensées, Religions 

朝鮮儒学史の再定位= A reconsideration of Joseon Confucian history : thinking from East 

Asia 

東京大学出版会 2017 姜 智恩 (1970-....) 120 0-11 

The invention of religion in Japan / Jason Ānanda Josephson The University of Chicago Press 2012 Josephson, Jason Ānanda 121 0-33 

賀茂真淵 : その生涯から探る学問への眼差し / 白根記念渋谷区郷土博物館 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 2008 白根記念渋谷区郷土博物館・文学

館 

121 52-7 

文武雅俗涇渭辨 : 附小頑俗訓  2 vols / 廣瀬臺山 著 ; 栗原直 校注 三樹書房 1993 廣瀬, 臺山 (1751-1813) 121 54-13(1), (2) 

山鹿素行 : 平成 28年度特別展 / 赤穂市立歴史博物館 編 赤穂市立歴史博物館 2016 赤穂市立歴史博物館 121 56-16 

仁斎論語 : 「論語古義」現代語訳と評釈. 上下 / 子安宣邦 著 ぺりかん社 2017 子安, 宣邦 (1933-....) 121 56-17(1), (2) 

図說咸宜園 : 近世最大の私塾 / 咸宜園教育研究センター 監修 日田市教育委員会 2017 日田市教育委員会 121 57-4 

漢文圈における荻生徂徠 : 医学・兵学・儒学 / 藍弘岳 著 東京大学出版会 2017 藍, 弘岳 (1974-....) 121 67-8 

Japanese Confucianism : a cultural history / Kiri Paramore Cambridge University Press 2016 Paramore, Kiri 124 0-4 

Women and Confucian cultures in premodern China, Korea, and Japan / edited by JaHyun 

Kim Haboush, and Joan R. Piggott 

University of California Press 2003 Ko, Dorothy (1957-....) 124 1-2 

朱子学の時代 : 治者の〈主体〉形成の思想 / 田中秀樹 著 京都大学学術出版会 2015 田中, 秀樹 (1978-....) 125 4-6 

神道と日本仏教 / 渡部真弓 ぺりかん社 1991 渡部, 真弓 (1952-....) 160 21-50 

Women in Japanese religions / Barbara R. Ambros New York University Press 2015 Ambros, Barbara R. (1968-....) 160 21-51 
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The religious traditions of Japan, 500-1600 / Richard Bowring Cambridge University Press 2005 Bowring, Richard John (1947-

....) 

160 21-52 

Tokugawa religion : the cultural roots of modern Japan / by Robert N. Bellah Free Press 1985 Bellah, Robert Neelly (1927-

2013) 

160 21-53 

神になった隼人 : 日向神話の誕生と再生 / 中村明蔵 南日本新聞社 2000 中村, 明蔵 164 1-8 

Daoism in Japan : Chinese traditions and their influence on Japanese religious culture  Routledge 2015 Richey, Jeffrey L. 166 0-17 

道教と古代日本 / 福永光司 人文書院 1987 福永, 光司 (1918-2001) 166 0-18 

A new history of Shinto / John Breen and Mark Teeuwen Wiley-Blackwell 2010 Breen, John (1956-....) 170 2-9 

八幡神の遺宝 : 南九州の八幡信仰 / 鹿児島県歴史資料センター黎明館 企画 「八幡神の遺宝」実行委員会 2016 鹿児島県歴史資料センター黎明館 172 0-25 

日本古代神祇制度の形成と展開 / 三橋正 著 法藏館 2010 三橋, 正 (1960-2014) 172 0-26 

Rhétoriques de l'hérésie dans le Japon médiéval et moderne : le moine Monkan (1278-

1357) et sa réputation posthume 

L'Harmattan 2017 Rappo, Gaétan 180 21-51 

Buddhism and medicine : an anthology of premodern sources / [ed. by] C. Pierce 

Salguero 

Columbia University press 2017 Salguero, C. Pierce 180 21-52 

五十音引僧綱補任僧歴綜覧 : 推古卅二年-元暦二年 / 平林盛得, 小池一行編 笠間書院 2008 平林, 盛得 (1933-2015) 180 21-53 

Buddhism and the transformation of old age in medieval Japan / Edward R. Drott University of Hawaiʻi Press 2016 Drott, Edward R. 180 21-54 

The power of denial : Buddhism, purity, and gender / Bernard Faure Princeton University Press 2003 Faure, Bernard (1948-....) 180 4-40 

地獄と十王図 : テ一マ展 / 神奈川県立金沢文庫 編 神奈川県立金沢文庫 1991 金沢文庫 (Yokohama, Japon) 181 4-6 

日本中世唯識仏教史 / 富貴原章信著 大東出版社 1975 富貴原, 章信 182 1-35 

戦後歴史学と日本仏教= Postwar historiography and Japanese Buddhism  法藏館 2016 Klautau, Orion (1980-....) 182 1-36 

日本の奇僧・快僧 / 今井雅晴 吉川弘文館 2017 今井, 雅晴 (1942-....) 182 88-7 

The Brahmā's Net Sutra : Taishō Volume 24, Number 1484 / translated by A. Charles 

Muller and Kenne 

BDK America, Inc. 2017 Muller, A. Charles 183 0-18(121) 

Three short treatises by Vasubandhu, Sengzhao, and Zongmi BDK America, Inc. 2017 僧肇 (0374-0414) 183 0-18(122) 

法寶留影 大正一切経刊行会 1926 大正一切経刊行会 183 0-34 

思想としての法華経 / 植木雅俊 岩波書店 2012 植木, 雅俊 f1951-.... 183 3-34 

華厳 : 無礙なる世界を生きる  自照社出版 2016 藤丸, 要 183 4-2 

絵伝と縁起の近世僧坊文芸 : 聖なる俗伝 / 堤邦彦 森話社 2017 堤, 邦彦 (1953-....) 184 9-58 

Le panthéon bouddhique au Japon : collections d'Emile Guimet / [rédigé par] Bernard 

Frank 

Musée national des arts asiatiques 

Guimet 

2017 Frank, Bernard (1927-1996) 186 8-24 

上古日本天台本門思想史 / 浅井円道著 平楽寺書店 1975 浅井, 円道 (1927-2004) 188 4-65 

相応と良源 : 湖北の天台文化 / 長浜市長浜城歴史博物館 企画・編集 長浜市長浜城歴史博物館 2017 長浜城歴史博物館 (長浜市立) 188 4-66 

密教發逹志 / 大村西崖 撰 ; 羅振玉署 国書刊行会 1972 大村, 西崖 (1868-1927) 188 5-97 

空海と錬金術 : 金属史観による考察 / 佐藤任 東京書籍 1991 佐藤, 任 (1932-....) 188 5-98 

祈雨・宝珠・龍 : 中世真言密教の深層 / スティーブン・トレンソン 京都大学学術出版会 2016 Trenson, Steven 188 5-99 

慶滋保胤と淨土思想 / 平林盛得 著 吉川弘文館 2001 平林, 盛得 (1933-2015) 188 6-38 

聖と說話の史的研究 / 平林盛得 著 吉川弘文館 1981 平林, 盛得 (1933-2015) 188 6-39 
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Tracing the Itinerant Path : Jishū Nuns of Medieval Japan / Caitilin J. Griffiths; 

Richard K. Payne 

University of Hawaii Press 2016 Griffiths, Caitilin J 188 6-40 

大系真宗史料. 文書記録編 13, 儀式・故実 / 真宗史料刊行会 編 法蔵館 2017 真宗史料刊行会 188 7-46(2-13) 

禅林象器箋抄釈 / 西村惠信 禅文化研究所 1993 西村, 恵信 (1933-....) 188 8-134 

鈴木大拙コロンビア大学セミナー講義= COLUMBIA UNIVERSITY SEMINAR LECTURES. 上下 方丈堂出版 2017 鈴木, 大拙貞太郎 (1870-1966) 188 8-135(1), (2) 

Zen Buddhist rhetoric in China, Korea, and Japan / edited by Christoph Anderl Brill 2012 Anderl, Christoph 188 8-136 

Women living Zen : Japanese Sōtō Buddhist nuns / Paula Kane Robinson Arai Oxford University Press 1999 Arai, Paula Kane Robinson 188 8-137 

Dialogues in a dream / translated and annotated by Thomas Yūhō Kirchner ; with 

Fukazawa Yukio 

Tenryū-ji Institute for Philosophy 

and Religion 

2010 夢窓疎石 (1275-1351) 188 84-11 

Entangling vines : Zen koans of the Shūmon Kattōshū / translated and annotated by 

Thomas Yūhō Kircher 

Tenryu-ji Institute for Philosophy 

and Religion 

2004 Kirchner, Thomas Yūhō 188 84-12 

Histoire, Géographie, Biographie 

つながりの歴史学 / 本田毅彦 編著 ; 木村茂光 [et al.] 著 北樹出版 2015 本田毅彦 (1961-) 201 0-6 

歴史学が挑んだ課題 : 継承と展開の 50年 / 歴史科学協議会 編 大月書店 2017 歴史科学協議会 201 0-7 

斧の文化史 / 佐原真 東京大学出版会 1994 佐原, 真 (1932-2002) 202 5-22 

國學院大學考古学資料館要覧. １９８１－１９８４年  國學院大學考古学資料館 1986   202 5-23 

歴史学をみつめ直す : 封建制槪念の放棄 / 保立道久 校倉書房 2004 保立, 道久 210 01-17 

Sacred texts and buried treasures : issues in the historical archaeology of ancient 

Japan  

University of Hawai'i Press 1998 Farris, William Wayne (1951-

....) 

210 02-151 

考古資料と歴史学 : 歴博大学院セミナー / 国立歴史民俗博物館 編 吉川弘文館 1999 国立歴史民俗博物館 (Sakura, 

Japon) 

210 02-154 

日本古代史論輯 / 下出積與 編 桜楓社 1988 下出, 積与 (1918-1998) 210 04-33 

織田信長と戦国の村 : 天下統一のための近江支配 / 深谷幸治 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 深谷, 幸治 210 08-24(457) 

渤海国とは何か / 古畑徹 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 古畑, 徹 210 08-24(458) 

幕末の海軍 : 明治維新への航跡 / 神谷大介 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 神谷, 大介 210 08-24(459) 

畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 : 因果応報と悪道 / 生駒哲郎 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 生駒, 哲郎 210 08-24(460) 

中世の喫茶文化 : 儀礼の茶から「茶の湯」へ / 橋本素子 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2017 橋本, 素子 210 08-24(461) 

龍馬暗殺 / 桐野作人 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 桐野, 作人 210 08-24(462) 

古墳時代の南九州の雄 : 西都原古墳群 / 東憲章 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2017 東, 憲章 210 08-30(121) 

石鍋が語る中世 : ホゲット石鍋製作遺跡 / 松尾秀昭 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2017 松尾, 秀昭 210 08-30(122) 

出雲王と四隅突出型墳丘墓 : 西谷墳墓群 / 渡辺貞幸 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2018 渡辺, 貞幸 210 08-30(123) 

国宝「火焔型土器」の世界 : 笹山遺跡 / 石原正敏 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2018 石原, 正敏 210 08-30(124) 

徳島の土製仮面と巨大銅鐸のムラ : 矢野遺跡 / 氏家敏之 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2018 氏家, 敏之 210 08-30(125) 

大日本史料. 第 10編之 29 / 東京大学史料編纂所 編纂 東京大学史料編纂所 2017 東京大学史料編纂所 210 088-1(10-29) 

大日本史料. 第 12編之 61 / 東京大学史料編纂所 編纂 東京大学史料編纂所 2017 東京大学史料編纂所 210 088-1(12-61) 

史料纂集. 古記録編 193, 樂只堂年録 6 / 宮川葉子 校訂 ; 柳澤吉保 著 八木書店 2017 宮川, 葉子 (1947-) 210 088-13(46-6) 
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史料纂集. 古記録編 194, 護國寺日記 4 (自寶永 2年正月至寶永 3年 12月)  八木書店 2018 坂本正仁 210 088-13(47-4) 

史料纂集. 古記録編 195, 源敬様御代御記録 3 (自寬永十七年正月至正保三年) 八木書店 2018 徳川義直 (1600-1650) 210 088-13(49-3) 

史料纂集. 古記録編 192, 中臣祐範記 3 (自元和二年正月至元和九年十二月)  八木書店 2017 中臣祐範 210 088-13(50-3) 

大日本古文書. 家わけ第 18之 22, 東大寺文書之 23 / 東京大学史料編纂所 編纂 東京大学史料編纂所 2017 東京大学史料編纂所 210 088-2(s-23) 

大日本古文書. 幕末外国関係文書之 53, 文久元年四月 / 東京大学史料編纂所 東京大学史料編纂所 2013 東京大学史料編纂所 210 088-2(w-53) 

大日本古記録. 第 20, 実躬卿記 8 (徳治 2年正月～元亨元年正月十二日)  岩波書店 2012 三条実躬 (1264-) 210 088-33(20-8) 

大日本古記録. 第 29, 碧山日録 2 (寛正 4年正月～応仁 2年 12月)  岩波書店 2017 太極 (1421-) 210 088-33(29-2) 

天皇の即位儀礼と神仏 / 松本郁代 吉川弘文館 2017 松本, 郁代 (1974-....) 210 091-5 

公家と儀式 / 京都大学文学部博物館 編 京都大学文学部博物館 1991 京都大学. 文学部 (Kyōto 

(Japon)) 

210 09-21 

有職の文様= Yuusoku : the pattern of imperial design / 池修 光村推古書院 2016 池, 修 (1956-....) 210 098-4 

大学でまなぶ日本の歴史 / 木村茂光 [et al.] 編 吉川弘文館 2016 木村, 茂光 (1946-....) 210 1-122 

教養の日本史 / 竹内誠 [et al.] 編 東京大学出版会 1995 竹内, 誠 (1933-....) 210 1-123 

東アジアのなかの日本文化 / 村井章介 放送大学敎育振興会 2005 村井, 章介 (1949-....) 210 18-80 

よみがえれ!シーボルトの日本博物館= Revisiting Siebold's Japan Museum 青幻舎 2016 国立歴史民俗博物館 210 18-81 

日本農耕社会の成立過程 / 都出比呂志 著 岩波書店 1989 都出, 比呂志 (1942-) 210 2-42 

日本考古学論集. 2, 集落と衣食住 / 斎藤忠 編 吉川弘文館 1986 斎藤, 忠 (1908-2013) 210 2-43 

倭人と鉄の考古学 / 村上恭通 靑木書店 1998 村上, 恭通 (1962-) 210 2-44 

縄文・弥生の生活 / 森浩一 編 中央公論社 1986 森, 浩一 (1928-2013) 210 2-45 

弥生農業と埋納習俗 / 乙益重隆 六興出版 1992 乙益, 重隆 (1919-) 210 2-46 

古代史復元. 1, 旧石器人の生活と集団 / 稲田孝司 編 講談社 1988 稲田, 孝司 (1943-....) 210 2-47(1) 

古代史復元. 10, 古代から中世へ / 河原純之 編 講談社 1990 河原, 純之 (1935-) 210 2-47(10) 

古代史復元. 4, 弥生農村の誕生 / 下条信行 編 講談社 1989 下條, 信行 (1942-....) 210 2-47(4) 

古代史復元. 6, 古墳時代の王と民衆 / 都出比呂志 編 講談社 1989 都出, 比呂志 (1942-) 210 2-47(6) 

古代史復元. 7, 古墳時代の工芸 / 白石太一郎 編 講談社 1990 白石, 太一郎 (1938-) 210 2-47(7) 

古代史復元. 8, 古代の宮殿と寺院 / 町田章 編 講談社 1989 町田, 章 (1939-) 210 2-47(8) 

古代史復元. 9, 古代の都と村 / 金子裕之 編 講談社 1989 金子, 裕之 (1945-2008) 210 2-47(9) 

徐福伝說を探る : 日中合同シンポジウム / 安志敏 [et al.] 小学館 1990 安, 志敏 210 2-48 

徐福ロマン : 弥生時代のフロンティア / 羽田武栄 亜紀書房 1993 羽田, 武栄 210 2-49 

徐福集団渡来と古代日本 / いき一郎 三一書房 1996 いき, 一郎 (1931-) 210 2-50 

日本書紀研究. 第 32冊 / 日本書紀研究会 編 塙書房 2017 日本書紀研究会 210 31-5(32) 

日本古代女官の研究 / 伊集院葉子 著 吉川弘文館 2016 伊集院, 葉子 (1959-...) 210 3-152 

軍事からみた邪馬台の軌跡 / 金田弘之 国書刊行会 1999 金田, 弘之 (1946-) 210 3-153 

高松市太田地区周辺遺跡詳細分布調查概報 / 高松市教育委員会 高松市教育委員会 1987 高松市教育委員会 210 3-154 

弘福寺領讃岐国山田郡田図比定地域発掘調查概報. II, III 高松市教育委員会 編  1989- 高松市教育委員会 210 3-155(2), (3) 
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1990  

日本古代木簡の研究 / 東野治之 塙書房 1983 東野, 治之 (1946-....) 210 3-157 

遣唐使船の時代 : 時空を駆けた超人たち / 遣唐使船再現シンポジウム 編 角川学芸出版 2010 遣唐使船再現シンポジウム 210 3-158 

日本の古代 / 佐藤信 編 放送大学教育振興会 2005 佐藤, 信 (1952-....) 210 3-159 

古地図からみた古代日本 : 土地 制度景観 / 金田章裕 著 中央公論新社 1999 金田, 章裕 (1946-....) 210 3-160 

国際交易の古代列島 / 田中史生 株式会社 KADOKAWA 2016 田中, 史生 (1967-....) 210 3-161 

古代日本の稲作 / 武光誠, 山岸良二編 雄山閣 1994 武光, 誠 (1950-....) 210 3-162 

日本人はるかな旅. 4, イネ, 知られざる 1万年の旅 / NHK スペシャル「日本人 NHK出版 2001 NHKスペシャル「日本人」プロジ

ェクト 

210 3-163 

古代日本の景観 : 方格プランの生態と認識 / 金田章裕 著 吉川弘文館 1993 金田, 章裕 (1946-....) 210 3-164 

武具が語る古代史 : 古墳時代社会の構造転換 / 川畑純 京都大学学術出版会 2015 川畑, 純 (1982-....) 210 32-11 

日本古代の国家と農民 / 宮原武夫 法政大学出版局 1973 宮原, 武夫 (1933-....)  210 35-31 

律令国家と社会構造 / 石上英一 名著刊行会 1996 Ishigami, Eiichi (1946-....) 210 35-32 

記紀と万葉 / 江上波夫 ; 川崎庸之 ; 西嶋定生 編 平凡社 1980 江上, 波夫 (1906-2002) 210 35-33 

木簡の社会史 : 天平人の日常生活 / 鬼頭清明 河出書房新社 1986 鬼頭, 清明 (1939-2001) 210 35-34 

古代文書論 : 正倉院文書と木簡・漆紙文書 / 石上英一 ; 加藤友康 ; 山口英男 東京大学出版会 1999 石上, 英一 (1946-....) 210 35-35 

The imperial edicts in the Shoku-Nihongi : a translation with text and transliteration 

/ Ross Bender 

Ross Bender 2018 Bender, Ross Lynn 210 35-36 

平安朝に老いを学ぶ / 服藤早苗 朝日新聞社 2001 服藤, 早苗 (1947-....) 210 36-47 

平安京から京都へ / 上田正昭 編 小学館 1994 上田, 正昭 (1927-2016) 210 36-48 

王朝千年記 : 平安朝日誌九九〇年代 / 槙野廣造 思文閣出版 2001 槙野, 廣造 (1925-) 210 37-22 

中世人の経済感覚 : 「お買い物」からさぐる / 本鄉恵子 日本放送出版協会 2004 本鄉, 恵子 (1960-....) 210 4-141 

蕩尽する中世 / 本鄉恵子 新潮社 2012 本鄉, 恵子 (1960-....) 210 4-163 

東寺とその庄園 : 秋季特别公開図錄 / 東寺宝物館 編 東寺（教王護国寺）宝物館 1993 東寺宝物館 210 4-164 

中世日朝海域史の研究 / 関周一著 吉川弘文館 2002 関, 周一 (1963-....) 210 4-165 

荘園を読む・步く : 畿内・近国の荘園 / 京都大学文学部博物館 編  京都大学文学部博物館 1996 京都大学. 文学部 210 4-167 

荘園絵図の基礎的研究 / 荘園研究会 編 三一書房 1973 荘園研究会 210 4-168 

京畿内荘園の史料データベース作成と歴史地理学的研究 / 東京大学史料編纂所 編 東京大学史料編纂所 1989 東京大学史料編纂所 210 4-169 

微地形と中世村落 / 金田章裕著 吉川弘文館 1993 金田, 章裕 (1946-....) 210 4-170 

鎌倉遺文研究. 40 / 鎌倉遺文研究会 編 吉川弘文館 2017 鎌倉遺文研究会 210 42-21(40) 

初期鎌倉政権の政治史 / 木村茂光 同成社 2011 木村, 茂光 (1946-....) 210 42-37 

蒙古襲来の硏究 / 相田二郎 著 吉川弘文館 1982 相田, 二郎 (1897-1945) 210 43-4 

戦國遺文, 下野編 第 1巻 / 荒川善夫,新井敦史,佐々木倫朗 編 東京堂出版 2017 荒川, 善夫 210 47-4i(1) 

Comercio y diplomacia entre Japón y Filipinas en la era Keichō (1596-1615) / Ubaldo 

Iaccarino 

Harrassowitz, O 2017 Iaccarino, Ubaldo 210 49-14 
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羽柴家崩壊 : 茶々と片桐且元の懊悩 / 黒田基樹 平凡社 2017 黒田, 基樹 (1965-....) 210 49-15 

江戶の社会構造 / 南和男 著 塙書房 1969 南, 和男 (1927-....) 210 5-187 

近世史研究遺文 / 児玉幸多先生論集刊行委員会 編 吉川弘文館 2017 児玉, 幸多 (1909-2007) 210 5-188 

〈孝子〉という表象 : 近世日本道徳文化史の試み / ニールス・ファンステーンパール ぺりかん社 2017 Van Steenpaal, Niels (1980-

....) 

210 5-189 

初めて世界一周した日本人 - 若宮丸漂流民 大崎八幡宮仙台・江戸学実行委員会 2016 大島, 幹雄 (1953-....)  210 55-12 

A christian samurai : the trials of Baba Bunkô / William J. Farge, SJ The Catholic University of America 2016 Farge, William J. 210 56-5 

薩長同盟 ・ 幕長戦争 : 薩長同盟・幕長戦争一五〇年 高知県立坂本龍馬記念館 2016 高知県立坂本龍馬記念館 210 58-50 

高精細画像で甦る 150年前の幕末・明治初期日本 : ブルガー& モーザーのガラス原板写真コレ

クション 

洋泉社 2018 保谷, 徹 (1956-....) 210 58-51 

高須四兄弟 : 新宿・荒木町に生まれた幕末維新  新宿区立新宿歴史博物館 2014 新宿歴史博物館  210 58-52 

Japanese students at Cambridge University in the Meiji era, 1868-1912 : pioneers for 

the modernization 

Lulu [Enterprises, Inc.] 2004 Koyama, Noboru (1948-....) 210 6-87 

The great wave : gilded age misfits, Japanese eccentrics, and the opening of old Japan 

/ Christopher Benfey 

Random House 2004 Benfey, Christopher E. G. 

(1954-....) 

210 6-88 

方法 教養の日本史 / 竹內誠 [et al.] 編 東京大学出版会 1997 竹内, 誠 (1933-....) 210 7-4 

史料 教養の日本史 / 竹内誠 [et al.] 編 東京大学出版会 1991 竹内, 誠 (1933-....) 210 7-5 

日本と韓国の歴史教科書を読む視点 : 先史時代から現代までの日韓関係史 梨の木舎 2000 歴史教育研究会 (Japan) 210 75-17 

外国人が見た十九世紀の函館 / ヘルベルト・プルチョウ 武蔵野書院 2002 Plutschow, Herbert E. (1939-

....) 

211 0-11 

いまを生きる江戶思想 : 十七世紀における仏教批判と死生観 / 本村昌文 著 ぺりかん社 2016 本村, 昌文 (1970-....) 212 5-20 

The History of the Bonin islands, from the year 1827 to the year 1876, and of 

Nathaniel Savory, one 

Constable 1915 Cholmondeley, Lionel Berners 213 6-21 

読んで分かる中世鎌倉年表 / 樋口州男 ; 錦昭江 監修 かまくら春秋社 2010 樋口, 州男 (1945-....) 213 7-15 

日本海と佐渡 / 網野善彦 [et al.] 著 高志書院 1997 網野, 善彦 (1928-2004) 214 1-4 

福井県の歴史 / 印牧邦雄著 山川出版社 1976 印牧, 邦雄 (1922-....)  214 4-4 

敦賀郷土史話 / 石井左近 ; 敦賀郷土博物館 敦賀郷土博物館 1995 石井, 左近 214 4-5 

敦賀の歴史 / 敦賀市史編さん委員会 編 敦賀市 1989 敦賀市史編さん委員会 214 4-6 

近世の奈良を見つめ直す。 : 「近世奈良を語る会」調查研究レポート 公立大学法人奈良県立大学ユーラシア研

究センター 

2017 近世奈良を語る会 216 5-7 

段々畑 : 原田政章写真集 / 原田政章 アトラス出版 2007 原田, 政章 (1926-) 218 3-3 

土佐古絵図展 : 描かれた土地の歴史 / 高知県文化財団歴史民俗資料館 編 高知県立歴史民俗資料館 1993 高知県立歴史民俗資料館 218 4-13 

長崎地役人総覧 / 籏先好紀 著 長崎文献社 2012 籏先, 好紀 (1941-....) 219 3-25 

新長崎市史. 第 1卷, 自然編, 先史・古代編, 中世編 / 長崎市史編さん委員会 長崎市 2013 長崎市 219 3-26(1) 

新長崎市史. 第 2卷, 近世編 / 長崎市史編さん委員会 編集 長崎市 2012 長崎市 219 3-26(2) 

新長崎市史. 第 3卷, 近代編 / 長崎市史編さん委員会 編集 長崎市 2014 長崎市 219 3-26(3) 

新長崎市史. 第 4卷, 現代編 / 長崎市史編さん委員会 編集 長崎市 2013 長崎市 219 3-26(4) 



Janvier - juin 2018 (p. 7) 
 
 

海上の道 : 沖縄の歴史と文化= History and culture of Okinawa Islands / 東京国立博物 読売新聞社 1992 東京国立博物館 219 9-61 

琉球王朝の料理と食文化 / 安次富順子 著 琉球新報社 2016 安次富, 順子 219 9-62 

琉球・沖縄の地図展 : 時空を超えて沖縄がみえる / 沖縄県立博物館・美術 沖縄県立博物館・美術館 2017 沖縄県立博物館美術館 219 9-63 

百済と倭国 / 辻秀人 編 高志書院 2008 辻, 秀 (1950-人) 221 035-4 

「仁」の原義と古代の数理 : 二十四史の「仁」評価「天理」観を基礎として 東京大学東洋文化研究所 2016 平勢, 隆郎 (1954-....) 222 03-5 

不老を夢みた徐福と始皇帝 : 中国の徐福研究最前線 / 池上正治 編訳 勉誠社 1997 池上, 正治 (1946-) 222 04-6 

徐福 : 弥生の虹桟 / 羅其湘 ; 飯野孝宥 共著 東京書籍 1988 羅, 其湘 222 04-7 

歴史のなかの皇女たち / 服藤早苗 編著 ; 西野悠紀子 [et al.] 執筆 小学館 2002 服藤, 早苗 (1947-....) 288 44-5 

伊藤圭介日記. 第二十二集, 錦窠翁日記 明治十二年十一月～十二月 名古屋市東山植物園 2016 圭介文書研究会 289 1-136(22) 

箕作麟祥 : 日本近代法学の祖 / 津山洋学資料館 編集 津山洋学資料館 2016 津山洋学資料館 289 1-139 

遣隋使 小野妹子 / 志賀町史編集委員会 編集  志賀町史編集委員会 1994 山尾, 幸久 (1935-....)  他 289 1-140 

島津久光と明治維新 : 久光はなぜ, 討幕を決意したか / 芳即正 新人物往来社 2002 芳, 即正 (1915-....) 289 1-141 

諸国庶物志 : 木村蒹葭堂歿後 200年記念 / 編集 水田紀久 中尾松泉堂書店 2001 木村, 孔恭 (1736-1802) 289 1-142(1) 

義人田中正造翁 / 柴田三郎著 ; 越川栄子編 越川栄子 2017 柴田, 三郎 289 1-143 

高杉晋作の決意= Shinsaku 's Determination : 明治維新への助走 萩博物館 2017 一坂, 太郎 289 1-144 

坂本龍馬 : 特別展 / 編集 高知県立歴史民俗資料館 高知県立歴史民俗資料館 1994 高知県立歴史民俗資料館 289 1-145 

保科正之 / 小池進 著 吉川弘文館 2017 小池, 進 289 1-21(290) 

Les aventures d'Émile Guimet (1836-1918) : un industriel voyageur / Hervé Beaumont Arthaud 2014 Beaumont, Hervé (1938-....) 289 3-26 

Léon de Rosny, 1837-1914 : de l'Orient à l'Amérique / Bénédicte Fabre-Muller, Pierre 

Leboulleux 

Presses universitaires du Septentrion 2014 Fabre-Muller, Bénédicte 289 3-27 

謎のお雇い外国人ウォートルスを追って : 銀座煉瓦街以前・以後の足跡 銀座文化史学会 2017 銀座文化史学会 289 3-28 

日本地名の研究, 総論之部 : 上代に於ける地名と國語の相關的發達史 東和出版社 1943 阿瀨, 利吉 291 034-4 

日本の地名 / 谷川健一著 岩波書店 1997 谷川, 健一 (1921-2013) 291 034-5 

吉田藩士の地図コレクション : 柴田家文書展 / 豊橋市美術博物館編 豊橋市美術博物館 2014 豊橋市美術博物館 291 038-23 

古絵図と古地図 : 金沢文庫テーマ展図録 / 神奈川県立 金沢文庫 編 神奈川県立金沢文庫 1997 金沢文庫 (Yokohama, Japon) 291 038-24 

L'œillet d'Oléron, le lys du Japon : les Savatier, marins et botanistes / Michel 

Savatier 

le Croît vif 2010 Savatier, Michel (1932-....) 291 09-71 

森の京都= Discover your own Kyoto in forests : 美しい自然と大地の恵みを求めて 京都府 2015   291 62-10 

Japon interdit / Théodore Duret ; présentation de François Graveline N. Chaudun 2013 Duret, Théodore (1838-1927) 292 1-6 

Une campagne sur les côtes du Japon / Alfred Roussin ; présentation de Patrick 

Beillevaire 

Éditions Kimé 1993 Roussin, Alfred 292 1-7 

Sciences sociales, Ethnologie 

Diplomacy and ideology in Japanese-Korean relations : from the fifteenth to the 

eighteenth century / 

Macmillan Press 1997 Kang, Etsuko Hae-Jin 319 1021-2 

Maiden voyage : the Senzaimaru and the creation of modern Sino-Japanese relations / 

Joshua A. Fogel 

University of California Press 2014 Fogel, Joshua A. (1950-....) 319 1022-5 
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近世中国朝鮮交涉史の研究 / 松浦章 著 思文閣出版 2013 松浦, 章 (1947-....) 319 22-5 

Lectures on Japanese law from a comparative perspective / Luis Pedriza Osaka University Press 2017 Pedriza, Luis 322 1-25 

「火附盗賊改」の正体 : 幕府と盗賊の三百年戦争 集英社 2016 丹野, 顕 322 15-21 

京都町触集成. 別卷 3, 参考資料・拾遺 / 京都町触研究会 編 岩波書店 2017 京都町触研究会 322 15-5(sup3) 

日本経済史の研究 / 小葉田淳 思文閣出版 1978 小葉田, 淳 (1905-2001) 332 1-26 

延喜式. 下 / 藤原時平 他編纂 ; 虎尾俊哉 編 集英社 2017 藤原時平 332 135-6(3) 

住友の風土 / 住友商事株式会社広報室 編 住友商事 1986 住友商事. 広報室 335 58-14 

住友史料叢書, 札差証文 2 / 住友史料館 編 ; 朝尾直弘 監修 思文閣出版 2017 朝尾直弘 335 58-2(32) 

日本の貨幣 / 小葉田淳 至文堂 1966 小葉田, 淳 (1905-2001) 337 21-11 

租稅 / 佐藤和彦 編 東京堂出版 1997 佐藤, 和彦 (1937-2006) 345 2-2 

平安朝の女性と政治文化 : 宮廷・生活・ジェンダー / 服藤早苗 編著 明石書店 2017 服藤, 早苗 (1947-....) 367 21-15 

沼津の学校はじめて物語 / 沼津市明治史料館 編集 沼津市明治史料館 2017 沼津市明治史料館 372 1-49 

Private academies of Tokugawa Japan / Richard Rubinger Princeton University Press 1982 Rubinger, Richard (1943-....) 372-1-48 

敎員になる人のための日本史 / 青木美智男 ; 木村茂光 編 新人物往来社 1998 青木, 美智男 (1936-2013) 375 32-1 

函館市北方民族資料館・ガイド= Hakodate City Museum of Northern Peoples・guide - Ainu 函館市北方民族資料館 2016 函館市北方民族資料館 382 11-23 

葛西の里神楽 : 東京都指定無形民俗文化財 / 東京都教育庁地域教育支援部 [DVD] 東京都教育庁地域教育支援部管理課文化

財保護係 

2017 東京都 382 13-2(5-1), (5-2) 

江古田の獅子舞: 東京都指定無形民俗文化財 / 企画東京都教育庁地域 [DVD] 東京都教育庁地域教育支援部管理課文化

財保護係 

2017 東京都 382 13-2(5-3), (5-4) 

道具としてのからだ / 須藤功 草の根出版会 2001 須藤, 功 (1938-....) 382 1-73 

ローマを見た着物の少年たち : 天正少年使節の"着物" をめぐる、ヴェチェッリオが書かなかっ

た史実 

南島原市教育委員会 2015 加藤, なおみ (1956-)  383 1-19 

歴史のなかの異性装 / 服藤早苗 ; 新實五穂 編 勉誠出版 2017 服藤, 早苗 (1947-....) 383 1-20 

たばこの日本史 : 七話 / 菊間敏夫 著 文芸春秋 企画出版部 2016 菊間, 敏夫 383 8-18 

栃と餅 : 食の民俗構造を探る / 野本寬一 岩波書店 2005 野本, 寬一 (1937-) 383 8-19 

京料理の文化史= Cultural history of Kyo-ryori / 上田純一 編 思文閣出版 2017 上田, 純一 (1950-....) 383 8-20 

醤油 / 吉田元 著 [ものと人間の文化史]  法政大学出版局 2018 吉田, 元 383 9-14(180) 

図說・藁の文化 / 宮崎清 法政大学出版局 1995 宮崎, 清 (1943-) 383 9-19 

平安朝の女と男 : 貴族と庶民の性と愛 / 服藤早苗 中央公論社 1995 服藤, 早苗 (1947-....) 384 7-17 

江戶遊里の記憶 : 苦界残影考 / 渡辺憲司 著 ゆまに書房 2017 渡辺, 憲司 (1944-....) 384 9-20 

Ritual poetry and the politics of death in early Japan / Gary L. Ebersole Princeton University press 1989 Ebersole, Gary L. (1950-....) 385 6-10 

祭礼の美 : 石取祭と祇園祭 / 桑名市博物館 編 桑名市博物館 2016 桑名市博物館 386 21-35 

神輿文化を考える  國學院大學学術資料センター 2017 國學院大學学術資料センター 386 21-36 

稲の祭と田の神さま : 全国版 / 酒井卯作 戎光祥出版 2004 酒井, 卯作 (1925-) 386 21-37 

神楽と祭文の中世 : 変容する信仰のかたち / 斎藤英喜, 井上隆弘 編 思文閣出版 2016 斎藤, 英喜 (1955-....) 386 81-36 



Janvier - juin 2018 (p. 9) 
 
 

小浜長折の三匹獅子舞 文化庁文化財部伝統文化課 2017 さいたま民俗文化研究所 386 81-37 

新野の雪祭り : 国指定重要無形民俗文化財 / 南信州阿南町新野雪祭等資産化事業実行委員会    

[DVD] 

南信州阿南町新野雪祭等資産化事業実行

委員会 

2017 阿南町教育委員会 (長野県) 386 81-38 

秦氏と妙見信仰 / 植野加代子 著 岩田書院 2010 植野, 加代子 (1974-....) 387 1-93 

しめかざり : 新年の願いを結ぶかたち / 森須磨子 著 工作舎 2017 森, 須磨子 387 1-94 

おふだにねがいを : 呪符 / 新潟県立歴史博物館 編集 新潟県立歴史博物館 2016 新潟県立歴史博物館 387 1-95 

いざなぎ流の宇宙 : 神と人のものがたり / 高知県立歴史民俗資料館 編 高知県立歴史民俗資料館 1997 高知県立歴史民俗資料館 387 1-96 

横芝光町の絵馬 : 祈りの絵画 / 横芝光町教育委員会 編 横芝光町教育委員会 2014 横芝光町教育委員会 (千葉県) 387 1-97 

口承文芸と民俗芸能 : 星野岳義著作集 / 星野岳義 著 日本評論社 2017 星野, 岳義 (1983-) 388 1-61 

進化する妖怪文化研究 / 小松和彦 編 せりか書房 2017 小松, 和彦 (1947-....) 388 1-62 

Sciences, Technologies, Industries 

理科年表= Chronological scientific tables 2018 : 第 91冊(平成 30年) / 国立天文台編 Maruzen shuppan 2017 国立天文台 403 2-1(2018) 

錬金術 : 仙術と科学の間 / 吉田光邦 中央公論社 1990 吉田, 光邦 (1921-1991) 430 2-1 

魚の手帖= Fishes of Japan : 江戶時代の図譜と文献例とでつづる魚の歳時記 小学館 1991 尚学図書. 言語研究所 487 0-1 

京都大学霊長類研究所五十年の步み / 編集担当 鈴木樹里, 高井一恵, 野田直美 京都大学霊長類研究所 2017 鈴木, 樹里 489 0-2 

杏雨書屋所蔵医家肖像集. 二篇 / 武田科学振興財団杏雨書屋 編集 武田科学振興財団 2018 武田化学振興財団. 杏雨書屋 490 28-1(2) 

L'architecture des déplacements : gares ferroviaires du Japon / Corinne Tiry-Ono Infolio 2018 Tiry, Corinne 519 8-9 

日本建築の形= The essence of Japanese architecture / 著・写真 齋藤裕  2 vols. TOTO 出版 2016 齋藤, 裕 (1947-....) 521 0-21(1) 

発掘遺構から読み解く古代建築 / 国立文化財機構奈良文化財研究所 編 国立文化財機構奈良文化財研究所 2016 奈良国立文化財研究所 521 3-5 

大坂蔵屋敷 : 天下の台所はここから始まる / 谷直樹 編集 大阪市立住まいのミュージアム 2017 谷, 直樹 (1948-....) 521 5-16 

京の匠展 : 伝統建築の技と歴史 / 京都文化博物館学芸第二課 編 京都文化博物館 2000 京都文化博物館  521 81-14 

築城 : 職人たちの輝き / 兵庫県立考古博物館 編 兵庫県立考古博物館 2016 兵庫県立考古博物館  521 82-13 

絵図にみる金沢城二ノ丸御殿 : 金沢城二ノ丸御殿絵図集 / 石川県金沢城調 石川県金沢城調查研究所 2017 石川県金沢城調查研究所 521 82-14 

滅びゆく民家, 屋根・外観 主婦と生活社 1979 川島, 宙次 (1912-1998)  521 86-12 

家= Home / 川崎市立日本民家園 編 川崎市立日本民家園 2017 川崎市立日本民家園 521 86-13 

延遼館の時代 : 明治ニッポンおもてなし事始め / 東京都公文書館 編 東京都公文書館 2016 東京都 (東京都公文書館) 523 1-10 

Ōsaki Hachiman : architecture, materiality, and samurai power in seventeenth-century 

Japan 

Reimer 2016 Schweizer, Anton 526 17-1 

図說佐渡金山 / テム研究所 編著 ゴールデン佐渡 1985 テム研究所 562 1-11 

石見銀山の社会と経済 : 石見銀山歴史文献調査論集 / 島根県教育庁文化財 島根県教育庁文化財課世界遺産室 2017 島根県教育委員会 562 1-12 

石見銀山展 : 世界遺産登録 10周年記念 / 島根県立古代出雲歴史博物館 島根県立古代出雲歴史博物館 2017 島根県立古代出雲歴史博物館 562 1-13 

大砲からみた幕末・明治 : 近代化と鋳造技術 / 中江秀雄 法政大学出版局 2016 中江, 秀雄 (1941-) 564 0-2 

Bingata! : only in Okinawa Okinawa Prefectural Government 2016 Talbot, Lee 586 7-3 

日本農耕具史の基礎的研究 / 河野通明 著 和泉書院 1994 河野, 通明 614 8-4 

古代における農具の変遷 : 稲作技術史を農具から見る, 資料集 2分冊, 発表要旨集 静岡県埋蔵文化財調查研究所 1994 静岡県埋蔵文化財調查研究所 614 8-5(1), etc  
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雑穀の自然史 : その起源と文化を求めて / 山口裕文 ; 河瀨眞琴 編著 北海道大学図書刊行会 2003 山口, 裕文 (1946-) 616 6-2 

イモとヒト : 人類の生存を支えた根栽農耕 / 吉田集而 ; 堀田満 ; 印東道子 平凡社 2003 吉田, 集而 (1943-2004) 616 8-1 

野菜園芸大百科. 13, サトイモ・ナガイモ・レンコン・ウド・フキ・ミョウガ  農山漁村文化協会 2004 農山漁村文化協会 616 8-2 

平安時代の納豆を味わう / 松本忠久 丸善プラネット 2008 松本, 忠久 (1936-) 619 6-1 

向島百花園 / 前島康彦著 東京都公園協会 2008 前島, 康彦 (1911-....) 629 21-42(17) 

清澄庭園 / 北村信正著 東京都公園協会 2010 北村, 信正 629 21-42(18) 

六義園 / 森守 著 東京都公園協会 2010 森, 守 (1928-....) 629 21-42(19) 

旧芝離宮庭園 / 小杉雄三著 東京都公園協会 2011 小杉, 雄三 (1934-) 629 21-42(36) 

旧岩崎邸庭園 / 小口健藏,大塚正治著 東京都公園協会 2011 小口, 健藏 629 21-42(46) 

Japanese gardens and landscapes, 1650-1950 / Wybe Kuitert University of Pennsylvania Press 2016 Kuitert, Wybe 629 21-44 

夢窓疎石 日本庭園を極めた禅僧 / 枡野俊明 日本放送出版協会 2005 枡野£b 俊明 629 21-45 

織豊期-江戶時代初期の庭園 / 国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部 国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺

産部 

2017 奈良文化財研究所 629 21-46 

木製の罠 : 消えゆく技術 [DVD] 宮城県ミュージアム復興事業実行委員会 2017 宮城県ミュージアム復興事業実行

委員会 

659 0-1 

日本漁具・漁法図說 / 金田禎之 成山堂書店 1979 金田, 禎之 (1924-) 664 0-3 

西海捕鯨の史的研究 / 鳥巣京一 著 九州大学出版会 1999 鳥巣, 京一 (1953-....) 664 0-4 

中世日本商業史の硏究 / 豊田武 岩波書店 1952 豊田, 武 (1910-1980) 672 1-19 

長浜の引札 / 長浜市長浜城歴史博物館 企画・編集 長浜市長浜城歴史博物館 2017 長浜城歴史博物館 (長浜市) 674 7-1 

続日宋貿易の研究 / 森克己 国書刊行会 1975 森, 克己 (1903-1981) 678 2-11 

近世琉球貿易史の研究 / 上原兼善 著 岩田書院 2016 上原, 兼善 (1944-....) 678 2-12 

古代の道 : 完全踏查 / 木下良 監修 ; 武部健一 著 吉川弘文館 2004 木下, 良 (1922-) 682 1-21 

古代交通の考古地理 / 高橋美久二 大明堂 1995 高橋, 美久二 (1944-....) 682 1-22 

富岳旅百景 : 観光地域史の試み / 靑柳周一 角川書店 2002 青柳, 周一 (1970-....) 688 0-6 

近世旅行史の研究 : 信仰・観光の旅と旅先地域・温泉 / 高橋陽一 清文堂 2016 高橋, 陽一 (1977-....) 688 0-7 

Arts 

日本美術を愛した蝶 : ホイッスラーとジャポニスム 文沢社 2017 野上, 秀雄 (1945-) 702 06-10 

A history of modern Japanese aesthetics / translated and edited by Michael F. Marra University of Hawaiʿi Press 2001 Marra, Michael F. (1956-2011) 702 15-12 

Street performers and society in urban Japan, 1600-1900 : the beggar's gift / Gerald 

Groemer 

Routledge 2016 Richey, Jeffrey L. 702 15-13 

壬生寺展 : 大念仏狂言と地蔵信仰の寺 : 創建 1000年記念  京都文化博物館 1992 京都文化博物館 702 17-7 

中尊寺黄金秘宝展 : 奥州平泉文化の全貌 / 中尊寺黄金秘宝展実行委員会 編  中尊寺黄金秘宝展実行委員会 1993 中尊寺黄金秘宝展実行委員会 702 17-8 

東京国立博物館 東洋美術 100選= 100 masterpieces of Asian Art from the Tokyo National 

Museum 

東京国立博物館運営協力会 2008 東京国立博物館 702 2-8 

17世紀オランダ美術と〈アジア〉= Dutch Seventeenth-Century Art and "Asia"  国立西洋美術館 2017 国立西洋美術館 702 3-1 

「17世紀オランダ美術の東洋表象研究」 : 報告書 / 編集:幸福輝 国立西洋美術館 2017 幸福, 輝 702 3-2 
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幕末・明治の横浜展= Yokohama 1859-1899 : new visions, new representations 横浜美術館 2000 横浜美術館  706 9-412 

伊藤 若冲 : 生誕三〇〇年 / 京都国立博物館編 京都国立博物館 2016 京都国立博物館 706 9-413 

浄土真宗と本願寺の名宝 I= Treasures of Jodo Shinshu and the Hongwanji I  龍谷大学 龍谷ミュージアム 2016 龍谷大学 龍谷ミュージアム 706 9-414 

豊臣から徳川へ : 徳川美術館の名品で綴る / 徳川美術館 豊臣から徳川へ展実行委員会 2016 徳川美術館 (名古屋) 706 9-415 

聖徳太子展= The Prince Shotoku Exhibition / 東京都美術館 [et al.] NHK 2001 東京都美術館  706 9-416 

東寺国宝展 : 創建 1200年記念 / 京都国立博物館, 真言宗総本山東寺 [et al.] 朝日新聞社 1995 京都国立博物館 706 9-417 

染付= SOMETSUKE The Flourishing of Underglaze Blue Porcelain Ware in Asia 東京国立博物館 2009 東京国立博物館 706 9-418 

伊勢神宮と神々の美術 : 第 62回式年遷宮記念特別展 / 東京国立博物館 [et al. 霞会館 2009 東京国立博物館 706 9-419 

模写·模造と日本美術 : うつす·まなぶ·つたえる= Passing traditions in Japanese art : 

study, copy, create 

東京国立博物館 2005 東京国立博物館 706 9-420 

神宝 : 熱田神宮名宝展 / サントリー美術館 編 サントリー美術館 1997 サントリー美術館  706 9-421 

Sōtatsu / Yukio Lippit and James T. Ulak ; with contributions by Furuta Ryō, Nakamachi 

Keiko, Nogu 

Arthur M. Sackler Gallery, 

Smithsonian Institution 

2015 Lippit, Yukio (1970-....) 706 9-422 

東大寺展 : 国宝南大門仁王尊像修理記念 / 東大寺 ; 奈良国立博物館 東大寺 1991 東大寺 (Nara, Japon) 706 9-423 

長崎・出島展 : 築造 350周年 / 小学館美術編集部 ; 美宝社 編 小学館 1986 小学館 706 9-424 

開館記念展 : 肉筆浮世絵 麻布美術館 / 梅田伊三夫 ; 澁澤順子 編 麻布美術館. 1984 梅田, 伊三夫 706 9-425 

花開く : 江戶の園芸= Flowers in bloom: the culture of gardening in Edo  江戸東京博物館 2013 江戶東京博物館 (Tōkyō, Japon) 706 9-426 

北斎とジャポニスム : HOKUSAIが西洋に与えた衝撃= Hokusai and Japonisme 読売新聞東京本社 2017 馬渕, 明子 (1947-....) 706 9-427 

仁和寺と御室派のみほとけ= Treasure from Ninnaji Temple and Omuro : 読売新聞社 2018 東京国立博物館 706 9-428 

今様 : 昔と今をつなぐ= Imayō : connecting past and present 渋谷区立松濤美術館 2017 Szostak, John Donald 706 9-429 

鈴木其一= Suzuki Kiitsu : Standard-bearer of the Edo Rimpa School : 江戶琳派の旗手  読売新聞社 2016 サントリー美術館  706 9-430 

木簡 / 狩野久 編 至文堂 1979 狩野, 久 (1933-) 708 1-7(160) 

都の形象 : 洛中・洛外の世界 / 京都国立博物館 編 京都国立博物館 1994 京都国立博物館 721 02-18 

国宝の美. 38, 絵画 12 (渡来絵画) / 朝日新聞社 朝日新聞出版 2010   721 1-11 

王朝の仏画と儀礼 : 特别展覽会= Elegance, Virtue, and Ceremony / 京都国立博物館 京都国立博物館 1998 京都国立博物館 721 1-12 

春日権現験記絵 卷一 · 卷二 光学調查報告書 : 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵 東京文化財研究所 2017 東京文化財研究所 721 2-56 

廣瀨臺山 / 栗原直 三樹書房 1991 栗原, 直 (1937-) 721 7-10 

浮世絵の愉しみ : 異なる主題による 4回の展示実践 / 北区飛鳥山博物館 編 東京都北区教育委員会 2017 北区飛鳥山博物館  721 8-89 

暁斎春画= Sex and laughter with Kyōsai: shunga from the Israel Goldman collection  青幻舎 2017 河鍋, 暁斎 (1831-1889) 721 9-17 

詩歌と書 : 特別展 / 東京国立博物館 編 東京国立博物館 1991 東京国立博物館 728 21-18 

謡曲のイコノロジー / サントリー美術館 編 サントリー美術館 1993 サントリー美術館  733 67-4 

寧楽美術館の印章 : 方寸にあふれる美 / 編集 名勝依水園・寧楽美術館 思文閣出版 2017 久米, 雅雄 (1948-...) 739 0-5 

La photographie ancienne en Asie / sous la direction de Jérôme Ghesquière  Musée national des arts asiatiques - 

Guimet 

2016 Ghesquière, Jérôme 740 20-1 

知られざる日本写真開拓史 / 東京都写真美術館 編集 山川出版社 2017 東京都写真美術館 740 21-14 
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Giappone segreto : capolavori della fotografia dell'800 / Francesco Paolo Campione Giunti 2016 Campione, Francesco Paolo 740 21-15 

鏨の華 : 光村コレクションの刀装具 / 根津美術館 [et al.]編 根津美術館 2017 根津美術館 756 6-11 

光村コレクション総目錄 : 刀剣と刀装具 / 根津美術館学芸部 編 根津美術館 2017 根津美術館 756 6-12 

Etude du "Meikô zukan" : Armuriers du Japon, XVIe-XVIIIe siècle / par Robert Burawoy ; 

[préface d 

Collège de France, Institut des 

Hautes Etudes Japonaises 

2017 Burawoy, Robert (1942-....) 756 7-6 

陽明文庫蔵舞絵「舞楽散楽図」 : 法隆寺旧蔵揩鼓  思文閣出版 2016 福島, 和夫 (1930-....) 762 1-5(1) 

演劇のジャポニスム / 神山彰 編 森話社 2017 神山, 彰 (1950-....) 772 1-48 

変身の思想 : 日本演劇における演技の論理 / 今尾哲也 法政大学出版局 1970 今尾, 哲也 (1931-....) 774 2-6 

『茶譜』. 卷 8-9, 注釈 / 藏中しのぶ編 ; 相田満, 安保博史, 矢ヶ崎善太郎 共著 大東文化大学東洋研究所 2017 蔵中, しのぶ (1960-....) 791 2-3(8), (9) 

やまと絵= Yamato-e in the Idemitsu Collection : 出光美術館藏品図錄 / [編集 出光美 出光美術館 1986 出光美術館 (Tōkyō) F°-7-65(1) 

肉筆浮世絵= Ukiyo-e paintings in the Idemitsu Collection : 出光美術館蔵品図錄 / [編 出光美術館 1988 出光美術館 (Tōkyō) F°-7-65(5) 

Linguistique , Littérature 

「色葉字類抄」の研究 / 藤本灯 著 勉誠出版 2016 藤本, 灯 813 6-17 

Languages, scripts, and Chinese texts in East Asia / Peter Francis Kornicki Oxford University Press 2018 Kornicki, Peter Francis 820 1-3 

Recasting the past : an early modern Tales of Ise for children / by Laura Moretti Brill 2016 Moretti, Laura 909 3-5 

王朝文学と官職・位階 / 日向一雅 編 [平安文学と隣接諸学] 竹林舎 2008 日向, 一雅 (1942-....) 910 23-44(4) 

王朝文学と東アジアの宮廷文学 / 仁平道明 編 [平安文学と隣接諸学] 竹林舎 2008 仁平, 道明 (1946-....) 910 23-44(5) 

王朝文学と斎宮・斎院 / 後藤祥子 編 [平安文学と隣接諸学] 竹林舎 2009 後藤, 祥子 (1938-....) 910 23-44(6) 

王朝文学と音楽 / 堀淳一 編 [平安文学と隣接諸学] 竹林舎 2009 堀, 淳一 910 23-44(8) 

古代日本と興亡の東アジア / 田中史生 編 [古代文学と隣接諸学] 竹林舎 2018 田中, 史生 (1967-....) 910 23-64(1) 

古代の文化圈とネットワーク / 藏中しのぶ 編 [古代文学と隣接諸学] 竹林舎 2017 蔵中, しのぶ (1960-....) 910 23-64(2) 

古代の文字文化 / 犬飼隆編 [古代文学と隣接諸学] 竹林舎 2017 犬飼, 隆 910 23-64(4) 

『万葉集』と東アジア / 辰巳正明 編 [古代文学と隣接諸学] 竹林舎 2017 辰巳, 正明 (1945-....) 910 23-64(9) 

Perfumed sleeves and tangled hair : body, woman, and desire in medieval Japanese 

narratives 

University of Hawaiʻi Press 2016 Pandey, Rajyashree (1953-....) 910 24-33 

中世仏教文学の思想 / 沼波政保 著 法藏館 2017 沼波, 政保 (1946-....) 910 24-34 

京都大学蔵潁原文庫選集. 第 4卷, 連歌 2 俳諧 2 狂歌 1 臨川書店 2017 京都大学. 国語学国文学研究室 910 25-37(4) 

京都大学蔵潁原文庫選集. 第 5卷, 俳諧 3 狂歌 2  臨川書店 2017 京都大学. 国語学国文学研究室 910 25-37(5) 

ザビエルの夢を紡ぐ : 近代宣教師たちの日本語文学 / 郭南燕 著 平凡社 2018 郭, 南燕 (1962-....) 910 2-75 

Writing margins : the textual construction of gender in Heian and Kamakura Japan / 

Terry Kawashima 

Harvard University Asia Center 2001 Kawashima, Terry 910 2-76 

日本の隠者 / 桜井好朗著 塙書房 2005 桜井, 好朗 (1931-....) 910 2-77 

歴史叙述と文学 : 研究成果報告 / 共同研究「歴史叙述と文学」 編 人間文化研究機構国文学研究資料館 2017 共同研究「歴史叙述と文学」 910 2-78 

聖なる珠の物語 : 空海・聖地・如意宝珠 / 藤卷和宏 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2017 藤卷, 和宏 (1970‐....) 910 4-45(10) 

南方熊楠と說話学 / 杉山和也 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2017 杉山, 和也 (1983‐....) 910 4-45(9) 

玉吟集 / 久保田淳 監修 [和歌文学大系] 明治書院 2017 久保田, 淳 911 101-10(62) 
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万葉集伝本の書写形態の総合的研究, 論文編 +資料編/ 人間文化研究機構国文学研 人間文化研究機構国文学研究資料館 2017 国文学研究資料館 911 124-13(1), (2) 

風葉和歌集新注 2 / 名古屋国文学研究会 著 [新注和歌文学叢書] 靑簡舎 2018 名古屋国文学研究会 911 138-18(23) 

西行の思想史的研究 / 目崎徳衛 著 吉川弘文館 2017 目崎, 徳衛 911 142-22 

新古今前夜の和歌表現研究 / 大野順子 著 青簡舎 2016 大野, 順子 (1972-....) 911 14-36 

完本小栗 : 現代語訳 / 信多純一, 川崎剛志 和泉書院 2014 信多, 純一 (1931-….) 911 64-10 

おもろさうし研究 / 島村幸一 著 角川文化振興財団 2017 島村, 幸一 (1954-....) 911 6-8 

かぐや姬と絵卷の世界 : 一冊で読む竹取物語 / 上原作和, 安藤徹, 外山敦子 武蔵野書院 2012 上原, 作和 (1962-....) 913 31-15 

小野篁集・篁物語の研究 : 影印・資料・翻刻・校本・対訳・研究 和泉書院 2001 平林, 文雄 (1928-....) 913 33-10 

批評集成・源氏物語 全五巻 / 監修秋山虔 ; 編集島內景二, 小林正明, 鈴木健一 ゆまに書房 1999 秋山, 虔 (1924-2015) 913 361-49(1), etc. 

かくして「源氏物語」が誕生する : 物語が流動する現場にどう立ち会うか 笠間書院 2014 荒木, 浩 (1959-....) 913 361-50 

源氏物語における神祇信仰 / 韓正美 武蔵野書院 2015 韓, 正美 (1970-....) 913 361-51 

国文学研究資料館蔵 橋本本『源氏物語』「若紫」 / 伊藤鉄也 ; 浅川槇子 新典社 2016 紫式部 (0978?-1016?) 913 36-52 

真言系唱導說話の研究 : 付・翻刻仁和寺所蔵「真言宗打聞集」 / 藤井佐美 三弥井書店 2008 藤井, 佐美 (1967-....) 913 37-45 

日本仏教說話研究 / 永井義憲 著 和泉書院 2004 永井, 義憲 (1914-....) 913 37-46 

仮名草子集成. 第 58卷, ね・は・ひ・(補遺)せ / 柳沢昌紀 [他] 編 東京堂出版 2017 柳沢, 昌紀 913 51-1(58) 

仮名草子集成. 第 59卷, ひ / 柳沢昌紀 [他] 編 東京堂出版 2018 柳沢, 昌紀 913 51-1(59) 

山東京傳全集. 第 13巻, 合巻 8 / 山東京傳全集編集委員会 編 ぺりかん社 2018 山東京伝全集編集委員会 913 53-1(13) 

式亭三馬自筆「雑記」影印と翻刻 : 大東急記念文庫所蔵 / 長崎靖子 編著 武蔵野書院 2016 式亭 ,三馬 (1775-1822) 915 5-15 

新古今増抄. 7 / 加藤磐斎 著 ; 大坪利絹 校注 [中世の文学] 三弥井書店 2017 加藤磐斎 918 4-1(14-7) 

Classical world literatures : Sino-Japanese and Greco-Roman comparisons / Wiebke 

Denecke 

Oxford University Press 2014 Denecke, Wiebke 919 04-2 

中国古代の「謡」と「予言」 / 串田久治 著 創文社 1999 串田, 久治 (1950-....) 921 4-7 

Usuels etc. 
日中・日朝関係研究文献目錄 / 石井正敏 ; 川越泰博 編 国書刊行会 1996 石井, 正敏 (1947-2015) A-6 1-19 

佛教語大辞典 / 中村元 東京書籍 1981 中村, 元 (1912-1999) A-8 4A-27 

増補やきもの事典 平凡社 2000 平凡社 E-5 131-2 

異体字解読字典 / 山田勝美 監修 ; 「難字大鑑」編集委員会 編 柏書房 1987 山田, 勝美 (1909-....) F-1 42-22 

有識故実大辞典 / 鈴木敬三 編 吉川弘文館 1996 鈴木, 敬三 (1913-1992) H-1 14-2 

図解考古学辞典 / 水野清一 ; 小林行雄 編 創元社 1964 水野, 清一 (1905-1971) H-1 24-5 

日本古代遺跡事典 / 大塚初重 ; 桜井清彦 ; 鈴木公雄 編 吉川弘文館 1995 大塚, 初重 (1926-) H-1 24-6 

日本中世史研究事典 / 佐藤和彦... [et al.]編 東京堂出版 1997 佐藤, 和彦 (1937-2006) H-1 44-3 

江戸時代生活文化事典 : 重宝記が伝える江戸の智恵. 上下 勉誠出版 2018 長友, 千代治 (1936-….) H-1 64-12(1), (2) 

姓氏家紋大事典 2 vols.  / 千鹿野茂 柏書房 2004 千鹿野, 茂 (1927-....) H-1 86-6(1), (2) 

花押・印章図典 / 瀬野精一郎 監修 ; 吉川弘文館編集部 編 吉川弘文館 2018 瀬野, 精一郎 (1931-....) H-1 86-7 

日本地名事典 / 吉田茂樹 新人物往来社 1991 吉田, 茂樹 (1932-) I-1 04-16 
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Promenades japonaises / texte par Émile Guimet ; dessins d'après nature de Félix 

Régamey ; [pré 

À propos 2017 Guimet, Émile (1836-1918) I-1 08-1 

A dictionary of Japanese food : ingredients and culture / Richard Hosking Tuttle 1995 Hosking, Richard P-3 8-5 

Vocabulaire de la spatialité japonaise= Nihon no seikatsu kūkan / ouvrage édité par 

Philippe Bon 

CNRS éditions 2014 Bonnin, Philippe (1950-....) R-5 20-2 

図解平成大相撲決まり手大事典 / 新山善一 著 ; 琴剣 (元力士) 絵 国書刊行会 2017 新山, 善一 V-1-1 

日本・中国・台湾・香港・韓国の常用漢字と漢字コード  京都大学 2017 安岡孝一 ; 安岡素子  Bureau 

公私日載 / 柴田剛中 ; [永持昭久 翻刻・編集] [version électronique] 永持昭久 2014 柴田, 剛中 (1823-1877) e-001 

Fonds précieux (livres anciens) 
女今川寶文庫 : 御家 須原屋茂兵衛 他 1864   Res -85 

百卉存真図 / 坂本復元 [éditeur inconnu] 1831 坂本, 浩雪 (1800-1853) Res -86 

小野篁歌字盡 須原屋茂兵衛 [18..]   Res -87 

新撰興歌三十六歌仙 [éditeur inconnu] 1840 芍薬亭, 長根 (1767-1845) Res -88 

聖敎初學要理 / 伯爾納鐸 [éditeur inconnu] 1868 Petitjean, Bernard (1829-1884) Res -89 

とがのぞ記規則 : 校正再刻 [éditeur inconnu] 1869 Petitjean, Bernard (1829-1884) Res -90 

胡旡血利佐無の畧 [éditeur inconnu] 1869 Petitjean, Bernard (1829-1884) Res -91 

南島紀事. 上,中,下卷 / 後藤敬臣著 2 vols. 大沢鉞三郎 1886 後藤, 敬臣 (1838-1897) Res -92(1) 

南島紀事外篇 : 乾坤巻 / 西村捨三 著 大沢鉞三郎 1886 西村, 捨三 (1843-1908) Res -93(1) 

金銀圖錄 / 近藤守重 輯 巻 1－3, 5-7 [éditeur inconnu] 1810 近藤, 守重 (1771-1829) Res -94(1), etc. 

懸物図鏡 / 西村知備 [éditeur inconnu] 1806 西村, 知備 Res -95 

北海紀行 / 林顯三 編 ; 河崎曾平 閱, 巻 1-3, 5 如蘭堂 1874 林, 顯三 (1843-1906) Res -96(1), etc. 

織文圖會 / 松岡辰方, 本間百里 [éditeur inconnu] 1817 松岡, 辰方 (1764-1840) Res -97 

大日本輿地便覽. 乾坤 松月堂 1834 山崎, 義故 (1756-1841) Res -98 

金生樹譜别錄 / 長生舎主人 編 金花堂 1833 長生舎主人 (actif1833) Res -99(2), (3) 

近代女房装束抄 [吉川弘文館] 1903   Res -100 

徳川盛世錄. 第壹編, 禮典之部 / 市岡正一著 2 vols. 博聞社 1889 市岡, 正一 Res -101(1), (2) 

本朝往古沿革圖説. 坤. 万世泰平 / 担齋 [著]   1823 檜山, 担齋 (1770-1842) Res -102(2) 

大日本全図= Japan / 編集 柳田赳 松井忠兵衛 1879 柳田, 赳 Res -103 

天台問要自在房 : 10卷 / [静明 述] 長谷川市郎兵衛 1651 静明 (actif 13e siècle) Res -104 

 


