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Titre Editeur Année Auteur Cote 

Généralités 

Ma et Aida : des possibilités de la pensée et de la culture japonaises Editions Philippe Picquier 2016 Murakami Giroux, Sakaé 040 0-81 

Japon pluriel. 12, Autour de l'image : arts graphiques et culture visuelle au Japon; actes du 
douzième colloque de la SFEJ 

Éditions Philippe Picquier 2018 Bouvard, Julien (1981-....) 060 0-23(12) 

戦争と図書館 : 英国近代日本語コレクションの歴史 / 小山騰著 勉誠出版 2018 小山, 騰 (1948-....) 071 73-3 

「心身/身心」と「環境」の哲学 : 東アジアの伝統的概念の再検討とその普 人間文化研究機構国際日本文化研究センター 2018 伊東, 貴之 (1962-....) 080 0-28(49) 

南太平洋から見る日本研究= Japanese Studies down under : history, politics, literature and art 人間文化研究機構国際日本文化研究センター 2018 郭, 南燕 (1962-....) 080 0-29(14) 

周作人読書雑記 3 / 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(889) 

漢文研究法 : 中国学入門講義 / 狩野直喜 著 ; 狩野直禎 校訂  [東洋文庫] 平凡社 2018 狩野, 直喜 080 0-4(890) 

周作人読書雑記 4 / 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(891) 

小右記 7, 8 / [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(62), 
(63) 

Pensées, Religions 

Philosophy live : a perspective from Japan / Sueki Fumihiko International Research Center for Japanese Studies 2018 Sueki, Fumihiko (1949-....) 104 0-11 

文明と身体= Civilization and the body / 牛村圭 編 臨川書店 2018 牛村, 圭 (1959-....) 104 0-12 

Японская филология / Отв. редакторы: И. В. Головнин и В. Издательство Московского Университета 1968 Головнин, И. В 121 0-34 

猿田彦と椿 / 古賀登 著 雄山閣 2006 古賀, 登 (1926-2014) 164 1-9 

Buddhist hagiography in early Japan : images of compassion in the Gyōki tradition / Jonathan 
Morris 

Routledge Curzon 2005 Augustine, Jonathan Morris 
(1972-) 

182 1-37 

The canonical book of the Buddha's lengthy discourses : Taishåo Volume 1, Number 1. Volume 
3 

BDK America, Inc. 2018 Ichimura, Shōhei (1929-....) 183 0-18(123) 

植村和堂コレクション古寫経 / [編集 根津美術館] 根津美術館 1994 根津美術館 183 0-35 

京都妙蓮寺蔵「松尾社一切経」調查報告書 / 編集中尾堯 大塚巧芸社 1997 中尾, 堯 (1931-....) 183 0-36 

根津美術館蔵「春日若宮大般若経および厨子」調査報告書 国際仏教学大学院大学日本古写経研究所 2018 国際仏教学大学院大学日本古写経

研究所 

183 2-6 

東寺廿一口供僧方評定引付. 3 / 伊藤俊一, 富田正弘, 本多俊彦 編 思文閣出版 2018 伊藤, 俊一 185 6-1(3) 

南都大安寺論叢 / 南都国際仏教文化研究所 編 大安寺 1995 大安寺国際仏教文化研究所 188 23-2 

Gyōnen's "Transmission of the Buddha Dharma in three countries" / by Ronald S. Green, 
Chanju Mun 

Brill 2018 Green, Ronald S. 188 3-14 

新校參天台五臺山記 / 成尋 著 ; 王麗萍 校點 上海古籍出版社 2009 成尋 (1011-1081) 188 4-67 

Le Shingon-mykkyo : doctrine secrète de l'initiation japonaise / Taikô Yamasaki  Slatkine 2018 Yamasaki, Taikō (1929-....) 188 5-100 

聖徳太子と大安寺 / 河野清晃 著 ; 日本仏教研究所 望月一憲 編 ぎょうせい 1984 河野, 清晃 (1906-....) 188 55-10 

泰澄 : 白山信仰における意義を探る / 福井県立歴史博物館 編 福井県立歴史博物館 2017 福井県立歴史博物館 188 59-23 
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Letters of the nun Eshinni : images of Pure Land Buddhism in medieval Japan / James C. 
Dobbins 

University of Hawai'i Press 2004 Dobbins, James C. (1949-....) 188 7-74 

常葉帖 / [編纂大谷派本願寺] 大谷派本願寺 1915 東本願寺 (Kyōto, Japon) 188 7-75 

盤珪禅師全集 / 赤尾龍治 編 大蔵出版 1976 盤珪 (1622-1693) 188 82-27 

永平寺史料全書 : 道元禅師七百五十回大遠忌記念出版, 文書編 第 2 巻  大本山永平寺 2017 大本山永平寺高祖道元禅師七百五

十回大遠忌大遠忌事務局文化事業

専門部 

188 8-82(2-2) 

Histoire, Géographie, Biographie 

Toward creation of a new world history / Haneda Masashi ; translated by Noda Makito Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Haneda, Masashi (1953-....) 201 0-8 

祭祀考古學= Ritual Archaeolog. 第 5 号 / 祭祀考古学会 祭祀考古学会 2006 祭祀考古学会 204 0-5 

Prehistoric Japan : new perspectives on insular East Asia / Keiji Imamura University of Hawai'i Press 1996 Imamura, Keiji (1946-....) 210 02-155 

峰岸遺跡 : 里棲み集落の発掘調查 / 內田憲治 編 新里村敎育委員会 1985 內田憲治 210 02-156 

モノと技術の古代史, 金属編 / 村上恭通 編 吉川弘文館 2017 村上, 恭通 (1962-) 210 02-157(1) 

モノと技術の古代史, 陶芸編 / 小林正史 編 吉川弘文館 2017 小林, 正史 (1957-....) 210 02-157(2) 

モノと技術の古代史, 木器編 / 宇野隆夫 編 吉川弘文館 2018 宇野, 隆夫 (1950-....) 210 02-157(3) 

Edo Japan encounters the world : conversations between Donald Keene and Shiba Ryotaro  Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Shiba, Ryōtarō (1923-1996) 210 04-34 

社会を見る眼 · 歴史を見る眼 / 古島敏雄 著 農山漁村文化協会 2000 古島, 敏雄 (1912-1995) 210 04-35 

古代の神社と神職 : 神をまつる人びと / 加瀬直弥 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 加瀬, 直弥 210 08-24(467) 

沖縄からの本土爆撃 : 米軍出撃基地の誕生 / 林博史 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 林, 博史 210 08-24(468) 

踏絵を踏んだキリシタン / 安高啓明 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 安高, 啓明 210 08-24(469) 

江戸無血開城 : 本当の功労者は誰か? / 岩下哲典 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 岩下, 哲典 210 08-24(470) 

細川忠利 : ポスト戦国世代の国づくり / 稲葉継陽 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 稲葉, 継陽 210 08-24(471) 

刀の明治維新 : 「帯刀」は武士の特権か? / 尾脇秀和 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 尾脇, 秀和 210 08-24(472) 

書物と権力 : 中世文化の政治学 / 前田雅之 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 前田, 雅之 210 08-24(473) 

室町将軍の御台所 : 日野康子・重子・富子 / 田端泰子 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 田端, 泰子 210 08-24(474) 

戦国の城の一生 : つくる・壊す・蘇る / 竹井英文 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 竹井, 英文 210 08-24(475) 

考証東京裁判 : 戦争と戦後を読み解く / 宇田川幸大 著 [歴史文化ライブラリー] 吉川弘文館 2018 宇田川, 幸大 210 08-24(476) 

紀国造家の実像をさぐる岩橋千塚古墳群 / 丹野拓,米田文孝 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2018 丹野, 拓 210 08-30(126) 

古代地方木簡のパイオニア伊場遺跡 / 鈴木敏則 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2018 鈴木, 敏則 210 08-30(127) 

縄文の女性シャーマン : カリンバ遺跡 / 木村英明, 上屋真一 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2018 木村, 英明 210 08-30(128) 

日本海側最大級の縄文貝塚 : 小竹貝塚 / 町田賢一 著 [シリーズ｢遺跡を学ぶ｣] 新泉社 2018 町田, 賢一 210 08-30(129) 

史料纂集. 古記録編 197, 經覺私要鈔 10 / 小泉宜右 校訂 八木書店 2018 小泉宜右 210 088-13(5-
10) 

史料纂集. 古記録編 198, 守光公記 1 / [廣橋守光 著] ; 中世公家日記研究会 八木書店 2018 廣橋, 守光 210 088-13(53-
1) 

吉田清成関係文書. 7 (書翰篇 5・書類篇 3） / 京都大学文学部日本史硏究室 思文閣出版 2018 京都大学文学部日本史研究室 210 088-26(16) 
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東寺百合文書. 13 (リ函 2. ヌ函 1) / 京都府立総合資料館 編 思文閣出版 2018 京都府立総合資料館 210 088-47(13) 

古記錄にみる王朝儀礼 / 宮内庁三の丸尚蔵館 編 菊葉文化協会 1994 宮内庁. 三の丸尚蔵館 (東京) 210 09-22 

日記で読む日本史. 3, 宇多天皇の日記を読む : 天皇自身が記した皇位継承 臨川書店 2018 古藤, 真平 (1960-....) 210 1-117(3) 

A Concise History of Japan / Brett L. Walker Cambridge University Press 2015 Walker, Brett L. (1967-....) 210 1-124 

Japan before Tokugawa : political consolidation and economic growth, 1500 to 1650  Princeton University Press 1981 Hall, John Whitney (1916-....) 210 1-125 

大谷川. 3, (遺物編) 本文編, 図版編/ 静岡県埋蔵文化財調查研究所 編 静岡県埋蔵文化財調查研究所 1988 静岡県埋蔵文化財調查研究所 210 2-51 

縄文 vs 弥生 / 国立科学博物館 / 国立歴史民俗博物館 読売新聞東京本社 2005 国立科学博物館 (Tokyo, Japon) 210 2-52 

上淀廃寺と彩色壁画 : 概報 / 淀江町教育委員会 編 吉川弘文館 1992 淀江町教育委員会 210 2-53 

ロマンの人・徐福 / 奥野利雄 著 学研奥野図書 1991 奥野, 利雄 (1911-....) 210 2-54 

徐福伝說の謎 / 三谷茉沙夫 三一書房 1992 三谷, 茉沙夫 210 2-55 

倭国乱る= War in second century Japan : approach to origins and development of warfare  朝日新聞社 1996 国立歴史民俗博物館  210 2-56 

初期荘園史の研究 / 藤井一二 著 塙書房 1986 藤井, 一二 (1941-....) 210 3-156 

風土記と古代社会 / 関和彦 著 塙書房 1984 関, 和彦 (1947-....) 210 3-165 

遣唐使船 : 東アジアのなかで / 東野治之 朝日新聞社 1999 東野, 治之 (1946-....) 210 3-166 

奈良平安時代史研究 / 土田直鎮 著 吉川弘文館 1992 土田, 直鎮 (1924-....) 210 3-167 

山田寺 / 飛鳥資料館 奈良国立文化財研究所 飛鳥資料館 1997 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館 210 3-170 

日本の古代国家形成と東アジア / 鈴木靖民 著 吉川弘文館 2011 鈴木, 靖民 (1941-....) 210 3-171 

日本古代の天皇と祭儀 / 井上亘 著 吉川弘文館 1998 井上, 亘 (1967-....) 210 3-172 

遣唐使の光芒 : 東アジアの歴史の使者 / 森公章 角川学芸出版 2010 森, 公章 (1958-....) 210 3-173 

平安・奈良外交から貿易への大転換 : なぜ, 大唐帝国との国交は途絶えた NHK 出版 2013 山内, 晋次 (1961-....) 210 3-174 

渡来人いずこより= 도래인은 어디에서 욌는가 : 特別展 / 大阪歴史博物館 大阪歴史博物館 2017 大阪歴史博物館 210 3-175 

大化改新と古代国家誕生 : 乙巳の変・白村江の戦い・壬申の乱 / 吉村武彦 新人物往来社 2008 吉村, 武彦 (1945-....) 210 34-2 

奈良時代の写経と内裏 / 栄原永遠男 塙書房 2000 栄原, 永遠男 (1946-....) 210 35-37 

日本領主制成立史の研究 / 戶田芳実著 岩波書店 1967 戶田, 芳実 (1929-1991) 210 36-49 

現代語訳小右記. 6, 7  吉川弘文館 2018 藤原, 実資 (0957-1046) 210 37-20(6), 
(7) 

絵画・木札・石造物に中世を読む / 水藤真 著 吉川弘文館 1994 水藤, 真 (1945-....) 210 4-171 

日本中世開発史の研究 / 黒田日出男著 校倉書房 1984 黒田, 日出男 (1943-....) 210 4-172 

莊園絵図とその世界 : 企画展示 / [編集 国立歴史民俗博物館] 国立歴史民俗博物館 1993 国立歴史民俗博物館  210 4-173 

絵図は語る : 特別展 / 歴史館いずみさの 編 歴史館いずみさの 1998 歴史館いずみさの 210 4-174 

中世東アジアにおける技術の交流と移転 : モデル、人、技術 / 小野 正敏 国立歴史民俗博物館 2010 小野, 正敏 (1947-....) 210 4-175 

中世の対外交流 : 場・ひと・技術 / 小野正敏, 五味文彦, 萩原三雄 編 高志書院 2006 小野, 正敏 (1947-....) 210 4-177(3) 

室町遺文 : 関東編第 1 卷 / 石橋一展;植田真平;黒田基樹;駒見敬祐;杉山一弥 東京堂出版 2018 石橋一展 210 46-26(1-1) 

ジパングと日本 : 日欧の遭遇 / 的場節子 吉川弘文館 2007 的場, 節子 210 46-27 
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川中島の戦い : 上杉謙信と武田信玄 / 新潟県立歴史博物館 編 新潟県立歴史博物館 2017 新潟県立歴史博物館 210 47-29 

戦國遺文, 真田氏編 第 1 巻 / 黒田基樹 他 東京堂出版 2018 黒田, 基樹 210 47-4j(1) 

A diplomat in Japan : the inner history of the critical years in the evolution of Japan when the 
ports were opened and the monarchy restored, recorded by a diplomatist who took an active 
part in the events of the time, with an account of his personal experiences during that period 

Cambridge University Press 2015 Satow, Ernest Mason (1843-
1929) 

210 58-53 

黃昏のトクガワ・ジャパン : シ一ボルト父子の見た日本 日本放送出版協会 1998 Kreiner, Josef 210 59-28 

講座明治維新. 12, 明治維新史研究の諸潮流 / 明治維新史学会 編 有志舎 2018 明治維新史学会 210 61-32(12) 

アイヌ史を問いなおす : 生態・交流・文化継承 / 蓑島栄紀編 勉誠出版 2011 蓑島, 栄紀 (1972-....) 211 0-13 

幻の中世都市十三湊 : 海から見た北の中世 / 国立歴史民俗博物館 編 国立歴史民俗博物館 1998 国立歴史民俗博物館 (Sakura, 

Japon) 

212 1-2 

常陸国風土記の世界 : ひたみちの首長と民 / [茨城県立歴史館 編] 茨城県立歴史館 1999 茨城県立歴史館 213 1-4 

装飾壺からみた弥生時代の朝霞 : 第 32 回企画展 / 朝霞市博物館 編 朝霞市博物館 2017 朝霞市博物館 213 4-9 

水のゆくえ : 荒川の歴史 / 板橋区立郷土資料館 編 板橋区立郷土資料館 2018 東京都板橋区立郷土資料館 213 6-22 

甦る鎌倉 : 遺跡発掘の成果と伝世の名品 / 根津美術館学芸部 編 根津美術館 1996 根津美術館 213 7-16 

明治の橋 : 近代橋梁の黎明 京都市文化市民局文化部文化財保護課 2018 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(32) 

石光山古墳群と忍海 : 春季企画展 / 葛城市歴史博物館 葛城市歴史博物館 2017   216 5-10 

なら 記紀・万葉 名所図会= NARA KiKiManyo MEISHO ZUE 2018 : 日本書紀・旅編 奈良県 2018 奈良県 216 5-11 

葛城古寺探訪 : 二上・葛城・金剛山麓の古代寺院 / 葛城市歴史博物館 葛城市歴史博物館 2016 葛城市歴史博物館 216 5-8 

大和と河内・堺の往来 : 江戸時代の竹内街道と大和川 / 葛城市歴史博物館 葛城市歴史博物館 2016 葛城市歴史博物館 216 5-9 

古代出雲文化展 : 神々の国・悠久の遺産 / 島根県教育委員会, 朝日新聞社 島根県教育委員会 1997 島根県教育委員会 217 3-5 

銅鐸の谷 : 加茂岩倉遺跡と出雲 / 古澤陽子 朝日新聞社 1997 古澤, 陽子 217 3-6 

古代. 中世の耕地と村落 / 高重進 大明堂 1975 高重, 進 (1931-....) 219 017-4 

条里と村落の歴史地理学研究 / 金田章裕著 大明堂 1985 金田, 章裕 (1946-....) 219 017-5 

大宰府 : 発掘が語る遠の朝廷 / 九州歴史資料館 九州歴史資料館 1988 九州歴史資料館 219 1-6 

対馬と倭寇 : 境界に生きる中世びと / 関周一 高志書院 2012 関, 周一 (1963-....) 219 3-27 

古代東ユーラシア研究センター年報 : 専修大学社会知性開発研究センター 古代東ユーラシア研究センター 2015 専修大学社会知性開発研究センタ

ー古代東ユーラシア研究センター 

220 04-10 

Sea Rovers, Silver, and Samurai : Maritime East Asia in Global History, 1550-1700  University of Hawaiʻi Press 2016 Andrade, Tonio 220 1-13 

井伊家十四代と直虎= 14 Feudal Lords of Ii Family and Naotora / 彦根商工会議所 編 サンライズ出版 2017 彦根商工会議所 288 3-15 

藩儒村上氏 : 文久事件・高野の仇討 / 赤穂市立歴史博物館 編 赤穂市立歴史博物館 2017 赤穂市立歴史博物館 288 3-16 

日本古代女帝論 / 義江明子 著 塙書房 2017 義江, 明子 (1948-....) 288 41-14 

先人旧交書牘 : 木村蒹葭堂来翰集 / 混沌会, 木村蒹葭堂顕彰会 編 中尾松泉堂書店 2004 木村, 孔恭 (1736-1802) 289 1-142(2) 

Mutsu Munemitsu and his time / Okazaki Hisahiko ; translated by Noda Makito Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Okazaki, Hisahiko (1930-2014) 289 1-145 

坂本龍馬展 : 土佐から来たぜよ! / 広島県立歴史博物館 編 広島県立歴史博物館 2017 広島県立歴史博物館 (ふくやま草

戸千軒ミュージアム) 

289 1-148 

上杉謙信 : 新潟県人物小伝 / 花ケ前盛明 新潟日報事業社 2010 花ケ前, 盛明 (1937-...) 289 1-149 
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松井友閑  / 竹本千鶴 著 吉川弘文館 2018 竹本, 千鶴 289 1-21(291) 

オランダ・ドイツに所在するシーボルト関係地図資料  国立歴史民俗博物館 2016 青山, 宏夫 (1956-....) 290 38-10 

流宣図と赤水図 : 江戶時代のベストセラー日本地図 / 海田俊一 アルス・メディカ 2017 海田俊一 291 038-26 

Eight years in Japan, 1873-1881 : work, travel, and recreation  Forgotten books 2017 Holtham, Edmund Gregory 291 09-72 

Japan day by day : 1877, 1878-79, 1882-83. volume 1 / Edward Sylvester Morse [Wenworth Press] 2016 Morse, Edward Sylvester (1838-
1925) 

291 09-73(1) 

Japan day by day : 1877, 1878-79, 1882-83. volume 2 / Edward Sylvester Morse [Wenworth Press] 2016 Morse, Edward Sylvester (1838-
1925) 

291 09-73(2) 

シーボルト「NIPPON」の書誌学研究 / 宮崎克則 花乱社 2017 宮崎, 克則 (1959-....) 291 09-74 

Sciences sociales, Ethnologie 

チャイナタウン展 : もうひとつの日本史  「チャイナタウン展/もうひとつの日本史--博

多・那覇・長崎・横浜・神戶」実行委員会 

2003 「チャイナタウン展/もうひと

つの日本史--博多・那覇・長

崎・横浜・神戶」実行委員会 

319 1022-6 

The territory of Japan : its history and legal basis / Serita Kentaro Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Serita, Kentarō 319 102-4 

Japan's quest for stability in Southeast Asia : navigating the turning points in postwar Asia  Routledge, Taylor & Francis Group 2018 Miyagi, Taizō (1968-....) 319 102-5 

Great Britain and the opening of Japan, 1834-1858 / W.G. Beasley Japan Library 1995 Beasley, William Gerald (1919-
2006) 

319 1033-3 

Die Verfassung der siebzehn Artikel des Shōtoku Taishi / Hrsg. von Seikō Kōno 大安寺国際仏教文化研究所 1988 大安寺国際仏教文化研究所 322 133-2 

La costituzione dei diciassette articoli di Shôtoku Taishi 大安寺国際仏教文化研究所 1998 大安寺国際仏教文化研究所 322 133-3 

日本古代戶籍の研究 / 南部昇 著 吉川弘文館 1992 南部 b 昇 (1946-....) 322 13-8 

Economic and demographic change in preindustrial Japan : 1600-1868 / by Susan B. Hanley 
and Kozo Yamura 

Princeton university press 1977 Hanley, Susan B (1939-....) 332 1-26 

尋常小學国語書キ方手本. 第一学年用 / 文部省   1918 文部省 375 973-4(1) 

尋常小學国語書キ方手本. 第二学年用上 / 文部省   1918 文部省 375 973-4(2) 

尋常小學国語書キ方手本. 第二学年用下 / 文部省   1919 文部省 375 973-4(3) 

尋常小學国語書キ方手本. 第三学年用下 / 文部省   1920 文部省 375 973-4(5) 

東北大学百年史. 全 11巻/ 東北大学百年史編集委員会 編 東北大学研究教育振興財団 2007 東北大学 (Sendai, Japon) 377 28-49 

A History of Popular Culture in Japan : From the Seventeenth Century to the Present Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury 
Publishing Plc 

2017 Atkins, E. Taylor (Everett Taylor) 
(1967-....) 

382 1-74 

布のちから, 布のわざ : 企画展示 / 国立歴史民俗博物館 編 国立歴史民俗博物館 1998 国立歴史民俗博物館 (Sakura, 

Japon) 

383 1-21 

若狭おばまから知る「日本の食文化」 : 御食国若狭おばま食文化館 常設展 御食国若狭おばま食文化館 2017 石毛, 直道 (1937-....) 383 8-21 

和紙植物 / 有岡利幸 著 [ものと人間の文化史] 法政大学出版局 2018 有岡, 利幸 383 9-14(181) 

交合・産・陰陽道・臼 : 考古学とその周辺 / 秋山浩三 清風堂書店 2017 秋山, 浩三 384 7-18 

描かれた祭礼 : 企画展示 / [編集 国立歴史民俗博物館] 財団法人歴史民俗博物館振興会 1994 国立歴史民俗博物館 (Sakura, 

Japon) 

386 21-38 

古代日本の四季ごよみ : 旧暦にみる生活カレンダー / 藤井一二著 中央公論社 1997 藤井, 一二 (1941-....) 386 21-40 

絵馬= Ema Gallery / 編集・発行 福井県立博物館 福井県立博物館 1993 福井県立歴史博物館 387 1-98 

神になったオオカミ : 秩父山地のオオカミとお犬様信仰  埼玉県立川の博物館 2017 埼玉県立自然の博物館 387 1-99 
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災いはモノノケとともに : 病気から天変地異まで / 斎宮歴史博物館 編 斎宮歴史博物館 2017 斎宮歴史博物館 388 1-63 

Sciences, Technologies, Industries 

洋学 : 洋学史学会研究年報. 25 (2018) / 洋学編集委員会 編 洋学史学会 2018 洋学編集委員会 402 105-3(25) 

三上義夫著作集. 第 1 卷, 日本数学史. / 三上義夫 著 日本評論社 2016 三上, 義夫 (1875-1950) 419 1-19(1) 

三上義夫著作集. 第 2 卷, 関孝和研究 / 三上義夫 著 日本評論社 2017 三上, 義夫 (1875-1950) 419 1-19(2) 

三上義夫著作集. 第 3 卷, 日本測量術史・日本科学史 / 三上義夫 著 日本評論社 2017 三上, 義夫 (1875-1950) 419 1-19(3) 

Wasan : the fascination of traditional Japanese mathematics / Sakurai Susumu  Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Sakurai, Susumu (1968-) 419 1-20 

Making time : astronomical time measurement in Tokugawa Japan / Yulia Frumer The University of Chicago Press 2018 Frumer, Yulia 449 1-1 

「いやし」としての音楽 : 江戸期・明治期の日本音楽療法思想史 / 光平有 国際日本文化研究センター 2018 光平, 有希 (1982-....) 490 9-17 

不老不死と薬 : 薬を求めた人間の歴史 / 石田行雄 築地書館 1992 石田, 行雄 (1922-....) 499 9-16 

Contemporary Japanese architects : profiles in design / Igarashi Taro ; translated by David 
Noble 

Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Igarashi, Taro (1967-...) 521 0-22 

真宗本廟 (東本願寺) 造営史 : 本願を受け継ぐ人びと / 編集 大谷大学真宗 真宗大谷派宗務所出版部 2011 東本願寺 (Kyōto, Japon) 521 81-15 

和紙の美 : 天平から江戶 サントリー美術館 1983 サントリー美術館 (Tōkyō, Japon) 585 69-4 

酒の博物誌 / 佐藤建次 編著 東京書房社 1971 佐藤, 建次 (1945-....) 588 5-1 

酒造りの歴史 / 柚木学 著 雄山閣 2018 柚木, 学 (1929-....) 588 52-2 

生産・流通・消費の近世史 / 渡辺尚志 編 勉誠出版 2016 渡辺, 尚志 (1957-....) 602 1-12 

日本古代土地所有の研究 / 菊地康明著 東京大学出版会 1969 菊地, 康明 (1925-1995) 611 2-4 

日本中世土地制度史の研究 / 網野善彥 塙書房 1991 網野, 善彦 (1928-2004) 611 2-5 

律令. 荘園体制と農民の研究 : 焼畑. 林田農業と家地経営 / 畑井弘 著 吉川弘文館 1981 畑井, 弘 (1927-....) 612 1-21 

中世の農業と気候 : 水田二毛作の展開 / 磯貝富士男 著 吉川弘文館 2002 磯貝, 富士男 (1948-....) 612 1-22 

Landscape gardener Ogawa Jihei and his times : a profile of modern Japan / Suzuki Hiroyuki Japanese Publishing Industry Foundation for 
Culture 

2018 Suzuki, Hiroyuki (1945-2014) 629 21-47 

東アジア中世海道= The interaction in Medieval East Asian Sea : 海商・港・沈没船 / 每日新聞社 2005 国立歴史民俗博物館 (Sakura, 

Japon) 

683 2-4 

Arts 

Rébus d'ici et d'ailleurs : écriture, image, signe / sous la direction de Claire-Akiko Brisset Hémisphères éditions 2018 Brisset, Claire-Akiko 701 1-6 

婆娑羅の時代 : 王朝世界の残照・近世のいぶき / 徳川美術館 編 徳川美術館 1991 徳川美術館 (名古屋) 702 14-5 

Japanese art : critical and primary sources 4 vols. Bloomsbury Academic 2018 Pitelka, Morgan (1972-) 702 1-45 

室町時代の美術 : 特别展= The Art of the Muromachi period / 東京国立博物館 編 東京国立博物館 1989 東京国立博物館 702 14-6 

The Japanese sense of beauty / Takashina Shūji Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Takashina, Shūji (1932-....) 702 1-46 

北山·東山文化の華 : 相国寺 金閣 銀閣 名宝展 / 根津美術館 編 根津美術館 1995 根津美術館 702 14-7 

西国三十三所 : 観音霊場の信仰と美術 / 東武美術館, 京都文化博物館, 日本 日本経済新聞社 1995 東武美術館 702 1-47 

石見の戦国武将 : 戦乱と交易の中世 / 目次謙一 ; 角野広海 編 島根県立石見美術館 2017 目次, 謙一 702 14-8 

女神たちの日本 / サントリー美術館 編 サントリー美術館 1994 サントリー美術館 (Tōkyō, Japon) 702 1-48 
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琳派 / 出光美術館 編 出光美術館 1993 出光美術館 (Tōkyō) 702 15-14 

日本の絵画百選 / [編集 出光美術館] 出光美術館 1983 出光美術館 (Tōkyō) 702 15-15 

西大寺展 : 興正菩薩叡尊七百年遠忌記念 / 奈良国立博物館 編 日本経済新聞社 1990 奈良国立博物館 702 17-10 

三井寺秘宝展 : 智証大師 1100 年御遠忌記念  日本経済新聞社 1990 東京国立博物館 702 17-11 

承天閣美術館名宝図錄 : 萬年山相國承天禅寺 / 相馬 賴底 編集・解説 大本山相國寺 承天閣美術館 1984 有馬, 頼底 (1933-....) 702 17-12 

法隆寺献納宝物 : 特別展 東京国立博物館 1996 東京国立博物館 702 17-13 

四天王寺の宝物と聖徳太子信仰 : 開創一四〇〇年記念  「四天王寺の宝物と聖徳太子信仰」展実行委員会 1992 「四天王寺の宝物と聖徳太子信

仰」展実行委員会 

702 17-9 

遣唐使と唐の美術= Cultural crossings-- Tang art and the Japanese envoys  朝日新聞社 2005 東京国立博物館 702 2-9 

Yu-ichi Inoue : 1916-1985 Maisaon de la Culture du Japon à Paris 2018 井上, 有一 (1916-1985) 706 9-431 

動物表現の系譜 / サントリー美術館 編集 サントリー美術館 1998 塚本, 学 (1927-2013) 706 9-432 

室町時代の狩野派 : 画壇制覇への道= The Kano school in the Muromachi period  京都国立博物館 1996 京都国立博物館 706 9-433 

「ポルトガルと南蛮文化」展 : めざせ, 東方の国々= Via orientalis  日本放送協会 1993 セゾン美術館 (Karuizawa, Japon) 706 9-434 

いけばな : 歴史を彩る日本の美  江戶東京博物館 2009 京都文化博物館 (Kyōto, Japon) 706 9-435 

「江戸名所図屏風」と都市の華やぎ 出光美術館 2018 出光美術館 (Tōkyō) 706 9-436 

日本の水墨画 : 特別展 / [編集 東京国立博物館] 東京国立博物館 1987 東京国立博物館 706 9-437 

大英博物館所蔵 日本・中国美術名品展 / 東京国立博物館, 朝日新聞社 編 朝日新聞社 1987 東京国立博物館 706 9-438 

羅漢 : その美術と信仰 / 滋賀県立琵琶湖文化館 編 滋賀県立琵琶湖文化館 1994 滋賀県立琵琶湖文化館 706 9-439 

おもしろの花の京 : 洛中洛外図の時代: 平安建都 1200 年記念 NHK 1993 日本放送協会 706 9-440 

優品展 : 静嘉堂文庫創設百周年・新美術館開館記念 Seikadō Bunko Bijutsukan 1992 静嘉堂文庫 (Tokyo) 706 9-441 

室町美術と戦国画壇 : 太田道灌記念美術展 / 東京都庭園美術館 編 東京都文化振興会 1986 東京都庭園美術館 706 9-442 

日本と中国の美術 : 16 世紀までの名品から / 宮內庁三の丸尚藏館 編 菊葉文化協会 1995 宮内庁. 三の丸尚蔵館 (東京) 706 9-443 

屏風絵名品展 : ボストン美術館 秘蔵 フェノロサ・コレクション NHK 1991 奈良県立美術館 (Nara, Japon) 706 9-444 

ケルン東洋美術館展 ホワイト PR 1997 東武美術館 706 9-445 

Japonya sanat sergisi Idemitsu koleksiyonu= Japan : masterpieces from the Idemitsu collection Idemitsu Museum of Arts 1986 Topkapı Sarayı Müzesi (Istanbul, 
Turquie) 

706 9-446 

Trésors de Kyoto : trois siècles de création Rinpa / sous la direction de Manuela Moscatiello Musée Cernuschi 2018 Moscatiello, Manuela (1974-....) 706 9-447 

Shiro Kuramata 1934-1991 : [exposition] Paris, Musée des arts décoratifs, 13 octobre - 27 
décembr 

Musée des arts décoratifs 1998 Hara museum of contemporary 
art (Tokyo) 

706 9-448 

Japon japonismes : [exposition, Paris, musée des arts décoratifs, 15 novembre 2018 - 3 mars 
2019] 

MAD 2018 Quette, Béatrice (19..-....) 706 9-449 

Japonismes / [sous la direction d'Olivier Gabet] Flammarion 2014 Gabet, Olivier (1976-....) 706 9-450 

上代彫刻史の研究 / 町田甲一 著 吉川弘文館 1977 町田, 甲一 (1916-....) 712 1-8 

百済観音 : 特別展 / 東京国立博物館, 法隆寺, NHK サービスセンター 編 NHK サービスセンター 1988 東京国立博物館 718 0-19 

仏像の美 : 形と精神、その鑑賞法 / 吉田典代 執筆 / 國安嘉隆 編集協力 NHK 学園 2006 吉田, 典代 718 0-20 

絵卷 小宇宙 : 絵の中に生きる人々 / サントリー美術館 編 サントリー美術館 2000 サントリー美術館 (Tōkyō, Japon) 721 2-57 



juillet - décembre 2018 (p. 8) 
 

日本の物語絵 : アイルランド・チェスター・ビーティー・コレクション [サントリー美術館] 1988 サントリー美術館 (Tōkyō, Japon) 721 2-58 

石山寺縁起絵巻 / 詞書解文 図版説明 白畑よし 大本山 石山寺 1996 白畑, よし 721 2-59 

水墨画 名作展 : ドラッカーコレクション / 日本経済新聞社 編 日本経済新聞社 1986 日本経済新聞社 721 3-7 

山水 : 思想と美術 / 京都国立博物館 編 京都国立博物館 1983 京都国立博物館 721 3-8 

禅 · 茶 · 花 : 正木美術館開館四十周年記念展 / 正木美術館 編 正木美術館 2008 正木美術館 721 3-9 

職人絵 : 姿絵にみる匠の世界 / 川越市立博物館 川越市立博物館 1990 川越市立博物館 721 4-7 

日文研所蔵近世艶本資料集成. VI 月岡雪鼎 3, 女大楽宝開 / [月岡雪鼎]  国際日本文化研究センター 2018 月岡, 雪鼎 (1710-1786) 721 8-30(11) 

浮世絵大系 / 座右宝刊行会 編 ; 総監修 高橋誠一郎 ; 編集委員 岡隈三郎 集英社 1975 Takahashi, Seiichirō (1884-1982) 721 8-92 

江戶の遊び心 : 歌川国貞の描く源氏物語の世界 / 筑波大学附属図書館  筑波大学附属図書館 2017 筑波大学附属図書館 721 8-94 

岩佐又兵衛絵卷 : 山中常盤物語絵卷, 堀江物語絵卷, 浄瑠璃物語絵卷 エムオーエー商事 1982 MOA 美術館 721 8-95 

日本初期洋画史論. 第 1 篇, 長崎系洋画 / 黒田源次 著 創元社 1932 黒田, 源次 (1886-1957) 723 1-5 

王朝かな書道史 : 同筆同系統の分類による / 村上翠亭 / 高城弘一 監修 芸術新聞社 1996 村上, 翠亭 728 21-19 

Japan in early photographs : the Aimé Humbert collection at the Museum of ethnography, 
Neuchâtel / 

Arnoldsche Art Publishers 2018 Mayor, Grégoire (1970-....) 740 21-16 

常滑・渥美 : 中世陶器シリーズ / MOA 美術館 エムオーエー商事 1985 MOA 美術館 751 1-2 

須恵器 / 箱根美術館 エムオーエー商事 1991 箱根美術館 751 1-3 

猿投 : 中世陶器の源流 / MOA 美術館 エムオーエー商事 1990 MOA 美術館 751 1-4 

珠洲の名陶 / 吉岡康暢 監修 珠洲市立珠洲焼資料館 1989 吉岡, 康暢 (1934-) 751 1-5 

大皿の時代展 : 宴の器 / 出光美術館 編 出光美術館 1998 出光美術館 (Tōkyō) 751 2-6 

漆で描かれた神秘の世界 : 中国古代漆器展= A mysterious world of ancient designs  トヨタ財団 1998 東京国立博物館 752 0-14 

琉球漆器の美展 : 帰って来た琉球漆器の精華 / [監修 荒川浩和] 沖繩県浦添市 1983 荒川, 浩和 (1929-....) 752 0-15 

Impressions du Soleil Levant : 150 ans de relations Alsace-Japon I.D. l'édition 2014 Keller, Jean-François (19..-....) 753 2-8 

日本の金工 : 特別展 / 東京国立博物館 東京国立博物館 1983 東京国立博物館 756 0-1 

Masked warriors : the battle stage of the Samurai / Bas Verberk ; English translation, Cis van 
Heert 

Leiden Publications 2017 Verberk, Bas J. M. (1979-....) 756 7-7 

Designing Japan : a future built on aesthetics / Kenya Hara  Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Hara, Ken'ya (1958-) 757 0-7 

日本の傳統色彩 / 長崎盛輝 著 京都書院 1988 長崎, 盛輝 (1912-1995) 757 3-3 

The Japanese sword / Kanzan Sato  Kodansha International 1983 Satō, Kanzan (1907-1978) 757 6-13 

日本の印刷楽譜 : 室町時代篇 / 上野学園大学日本音楽史研究所 編 勉誠出版 2018 Nelson, Steven G. (1956-....) 762 1-5(2) 

日本琴學史 / 上原作和, 正道寺康子 編著 勉誠出版 2016 上原, 作和 (1962-....) 768 12-1 

能の作り物= The stage props of Noh : 平成 29 年度国立能楽堂企画展 / 国立能楽堂 日本芸術文化振興会 2018 国立能楽堂 773 04-15 

野﨑家能楽コレクション= the Noh and Kyogen Collection of the Nozaki Family 日本芸術文化振興会 2017 国立能楽堂 773 4-4 

Mixing work with pleasure : my life at Studio Ghibli / Toshio Suzuki  Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 鈴木, 敏夫 (1948-....) 778 3-4 

茶の湯研究和比= WABI : Journal of Chanoyu Studies. 第 10 号 / 不審菴文庫 編 不審菴 2018 不審菴 791 0-17(10) 

千利休とその周辺 : 町制 50 周年記念 / 福島克彦 (大山崎町歴史資料館) 編 大山崎町歴史資料館 2017 福島, 克彦 (1965-....) 791 2-10 
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『茶譜』. 卷 10, 注釈 / 藏中しのぶ編 ; 相田満, 安保博史, 矢ヶ崎善太郎 [他] 大東文化大学東洋研究所 2018 蔵中, しのぶ (1960-....) 791 2-3(10) 

茶と金沢貞顕 : 特別展 / 神奈川県立 金沢文庫 編 神奈川県立金沢文庫 2005 金沢文庫 (Yokohama, Japon) 791 2-9 

Linguistique , Littérature 

コンテムツスムンヂの研究. 研究篇, 資料篇/ 小島幸枝 著 武蔵野書院 2009 小島, 幸枝 (1941-....) 810 24-16(1), 
(2) 

當用漢字表 : 文部省制定 / 藤堂隆 新教育研究会 1947 藤堂, 隆 811 27-3 

日本古辞書を学ぶ人のために / 西崎亨編 世界思想社 1995 西崎亨 (1942-) 813 0-14 

伊呂波字類抄 / 正宗敦夫編 風間書房 1972 正宗, 敦夫 (1881-1958) 813 6-18 

Грамматика японского языка 2 vols 
. 

издательство Иностранной литературы 1958 Kieda, Masuichi 815 0-100 

Развитие новояпонского языка / авт. Н. А. Сыромятников ; Наука 1978 Сыромятников, Николай 
Александрович 

815 0-101 

Японско-русский словарь : около 70000 слов / Ред. Б. П. Лавр Русский язык 1984 Лаврентьев, Б. П 883 2-1 

Японско-русский словарь : с приложением очерка граммат Гос. изд. иностранных и национальных словарей 1951 Немзер, Л. А 883 2-2 

Краткий японо-русский иероглифический словарь : по вто Огиз, Государственное Издательство 
иностранных и наци 

1944 Rose-Innes, Arthur 883 2-3 

Краткий русско-японский словарь : около 25 000 слов / сост Гос. изд-во иностранных и национальных 
словарей 

1950 Глускина, А. Е. (Анна 
Евгеньевна) 

883 2-4 

Русская классика и японская литература / К. Рехо Художественная литература 1987 Рехо, Ким Ле Тсун 901 9-11 

Words to live by : Japanese classics for our time / Nakano Kōji Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2018 Nakano, Kōji (1925-2004) 910 1-12 

王朝文学と交通 / 倉田実,久保田孝夫 編 竹林舎 2009 倉田, 実 910 23-44(7) 

王朝文学と服飾・容飾 / 河添房江 編 竹林舎 2010 河添, 房江 (1953-....) 910 23-44(9) 

律令国家の理想と現実 / 古瀬奈津子 編 竹林舎 2018 古瀬, 奈津子 (1954-....) 910 23-64(5) 

京都大学蔵潁原文庫選集. 第 7 卷, 戯作・漢籍 1 臨川書店 2018 京都大学. 国語学国文学研究室 910 25-37(7) 

京都大学蔵潁原文庫選集. 第 8 卷, 辞書・抄物・漢籍 2 臨川書店 2018 京都大学. 国語学国文学研究室 910 25-37(8) 

江戶の「知」 : 近世注釈の世界 / 鈴木健一 編 森話社 2010 鈴木, 健一 (1960-....) 910 25-38 

天皇陵と近代 : 地域の中の大友皇子伝 説 / 宮間純一 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2018 宮間, 純一 (1982‐....) 910 4-45(11) 

熊野と神楽 : 聖地の根源的力を求めて / 鈴木正崇 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2018 鈴木, 正崇 (1949‐....) 910 4-45(12) 

神代文字の思想楽 : ホツマ文献を読み解く / 吉田唯 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2018 吉田, 唯 (1983‐....) 910 4-45(13) 

海を渡った日本書籍 : ヨーロッパへ、そして幕末・明治のロンドンで[ブックレット<書物をひ

らく>] 

平凡社 2018 Kornicki, Peter Francis 910 4-45(14) 

伊勢物語 流転と変転 : 鉄心斎文庫本が語るもの / 山本登朗 著 [ブックレット<書物をひらく>] 平凡社 2018 山本, 登朗 (1949-....) 910 4-45(15) 

王朝歌合集 / 藏中さやか, 鈴木徳男, 安井重雄 [et al.] 著 明治書院 2018 藏中, さやか 911 101-10(48) 

好忠百首全釈 / 筑紫平安文学会 著 風間書房 2018 筑紫平安文学会 911 18-8(20) 

花埜嵯峨猫魔稿 / [三代目瀬川如皐] [作] ; 国立劇場調査養成部 編 日本芸術文化振興会 2018 瀬川 (3 世), 如皐 (1806-1881) 912 5-9(24) 

伊勢物語論 : 文体・主題・享受 / 山本登朗 笠間書院 2017 山本, 登朗 (1949-....) 913 32-21 

Повесть о дупле : уцухо-моногатари / [введение, перевод 2 vols Петербургское востоковедение 2004 Goreglâd, Vladislav Nikanorovič 
(1932-2002) 

913 34-9 
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新時代への源氏学. 全 10巻, 源氏物語の生成と再構築 / 助川幸逸郎, 立石和弘, 土 竹林舎 2014 助川, 幸逸郎 (1967-....) 913 361-52 

宿世の思想 : 源氏物語の女性たち / 佐藤勢紀子 ぺりかん社 1995 佐藤, 勢紀子 (1955-....) 913 361-53 

源氏物語の思想史的研究 : 妄語と方便 / 佐藤勢紀子 著 新典社 2017 佐藤, 勢紀子 (1955-....) 913 361-54 

源氏物語と白樂天 / 中西進 岩波書店 1997 中西, 進 (1929-....) 913 361-55 

源氏物語の政治学 : 史実・准拠・歴史物語 / 高橋麻織 笠間書院 2016 高橋, 麻織 (1980-....) 913 361-56 

源氏物語と仏教 / 高木宗監著 桜楓社 1991 高木, 宗監 (1904-....) 913 361-57 

源氏物語と和歌 / 小嶋菜温子, 渡部泰明 編 青簡舎 2008 小嶋, 菜温子 (1952-....) 913 363-10 

源氏物語注釈. 11, 浮舟-夢浮橋 / 梅野きみ子, 嘉藤久美子, 岡本美和子 [他] 風間書房 2018 梅野, きみ子 913 364-22(11) 

Повесть о Сагоромо / перевод с японского В. И. Сисаури Наталис 2007 Сисаури, Владислав 
Ираклиевич 

913 381-8 

軍記文学とその周縁 / 編者 梶原正昭 汲古書院 2000 梶原, 正昭 (1927-1998) 913 43-8(1) 

太平記の世界 / 編者 長谷川端 汲古書院 2000 長谷川, 端 (1934-....) 913 43-8(9) 

Buddhist tales of India, China, and Japan, indian section : a complete translation of the Konjaku 
monogatari 

Kanji Press 2014 Dykstra, Yoshiko Kurata 913 47-43 

古今著聞集 / 本鄉恵子 山川出版社 2010 本鄉, 恵子 (1960-....) 913 47-44 

仮名草子集成. 第 60 卷, ひ・ふ / 柳沢昌紀 [他] 編 東京堂出版 2018 柳沢, 昌紀 913 51-1(60) 

白縫譚 全 3巻/ [柳下亭種員 作・遺稿], [二世柳亭種彦他 校・作] ; [三世歌川豊国, 国書刊行会 2006 柳下亭, 種員 (1807-1858) 913 57-11 

西南雲晴朝東風 / 編集国立劇場調查養成部 日本芸術文化振興会 2017 笠亭, 仙果 (1837-1884) 913 57-9(19) 

月見曠名画一軸 / 国立劇場調査養成部 編 日本芸術文化振興会 2018 松園, 梅彦 (1822-1896) 913 57-9(20) 

小袖曽我薊色縫 / [河竹新七] [案], [柳水亭種清] [綴] ; [歌川国貞] [画] ; 国 日本芸術文化振興会 2018 河竹, 黙阿弥 (1816-1893) 913 57-9(21) 

月の文学館 : 月の人の一人とならむ / 和田博文 編 筑摩書房 2018 和田, 博文 (1954-....) 913 68-16 

星の文学館 : 銀河も彗星も / 和田博文 編 筑摩書房 2018 和田, 博文 (1954-....) 913 68-17 

東海に蓬萊国あり : 徐福伝 / 田中博 著 海鳥社 1991 田中, 博 (1930-....) 913 6-tana(1) 

枕草子解環 全 5巻 / 萩谷朴 著 同朋舎出版 1981 萩谷, 朴 (1917-2009) 914 3-18(1) 

亀田鵬齋詩文・書画集 / 杉村英治 編 三樹書房 1982 亀田, 鵬斎 (1752-1826) 919 5-15 

Usuels 

日本歴史「古記錄」総覧 : 学校図書館用, 古代・中世篇 / 橋本義彦 ほか著 新人物往来社 1990 橋本, 義彦 (1924-....) H-1 01-15 

日本家紋総鑑 / 千鹿野茂 著 角川学芸出版 2013 千鹿野, 茂 (1927-....) H-1 86-8 

国史地名辞典 / 藤岡繼平 編 村田書店 1976 藤岡, 繼平 (1874-1939) I-1 04-17 

Fonds précieux (livres anciens) 

國郡全圖 / 青生東谿 著 永樂屋東四郎 [et 5 autres] 1837 市川, 東谿 (1765-1838) Res -105 

日中行事略解 [éditeur innconu] 1820 大石, 千引 (1770-1834) Res -106 

本朝畫苑 須原屋茂兵衞 [et 11 autres] 1782 橘, 守国 (1679-1748) Res -107 

成田參詣記 / [中路]定俊[著] ; 中路定得増補, 長谷川雪堤[画] 新勝精舍 1858 中路, 定俊 (1783-1838) Res -108 

嚴島圖會 : 藝州 / [編述 岡田淸 ; [画圖 山野峻峯齋] 河内屋儀助 1842 岡田, 淸 Res -109 
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農業初步. 巻中 / 黑宮武雄, 中根壽著 集英堂 1886 黑宮, 武雄 Res -110 

大和名所圖會 小川多左衞門 1791 秋里, 籬島 (1772-1830) Res -111 

増續大廣益會玉篇大全 [éditeur inconnu] 1691 毛利, 貞斎 (actif1673-1716) Res -112 

八卦 [éditeur inconnu] 1640   Res -113 

永代大雜書萬暦大成 : 天保新選 (Fonds Bernard Franck) 松村九兵衛 : 田中太右衛門 1880  Res -114 

古刀銘盡大全 / [仰木弘邦 撰] [éditeur inconnu] 18xx 仰木, 伊織 (actif 19e siècle) Res -115 

侯爵蜂須賀家御藏品入札 [東京美術俱樂部] 1933   Res -116 

畫斷 畫斷社 1911   Res -117 

梵文 : 十三佛種子真言四十九院種子 文政堂 1669 澄禅 (1613-1680) Res -118 

三陀羅尼   1810 諦濡 (1751-1830) Res -119 

文字禪 聲教社 1917 聲教社 Res -120 

女中達紋尽 [éditeur inconnu] 1697   Res -121 

     

E-books 

Titre 
 

Sous-titre ou auteur Editeur Année ISBN 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第３巻 下北半島 未来社 2011 9784624959548 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第６巻 芸予の海 未来社 2011 9784624959555 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第７巻 佐渡 未来社 2009 9784624959562 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第８巻 沖縄 未来社 2012 9784624959579 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第９巻 周防大島 未来社 2008 9784624959586 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第 10巻 武蔵野・青梅 未来社 2008 9784624959593 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第 11巻 阿蘇・球磨 未来社 2010 9784624959609 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第 14巻 京都 未来社 2010 9784624959616 

宮本常一著作集別集 私の日本地図 第 15巻 壱岐・対馬紀行 未来社 2009 9784624959623 

古代蝦夷の考古学 工藤雅樹 吉川弘文館 1998 9784642202534 

読みなおす日本史 地理から見た信長・秀吉・家康の戦略 吉川弘文館 2016 9784642065962 

栗本鋤雲遺稿  慧文社 2007 9784863300880 

N.B.  
Ces douze titres en format PDF, acquis à titre d’essai, sont actuellement consultables et téléchargeables uniquement à partir des postes d’ordinateur du Collège de France. Leur notice n’est pas dans 
le Sudoc pour le moment, et  incomplète dans Omnia, notre catalogue en ligne. Le moyen le plus rapide d’y accéder est de saisir le numéro ISBN dans la recherche simple d’Omnia. 

 


