
書名 シリーズ名 巻号 編著者 発行者

Stone Age of Armenia�-A Guide-book to the Stone Age Archaeology in the Republic of Armenia� Boris Gasparyan, Makoto Arimura Monographe of the JSPS-Bilateral Joint Research Project Center for Cultural Resource Studies,Kanazawa University

考古資料に基づく旧人・新人の学習行動の実証的研究　5�「交替劇」A01班　2014年度研究報告� 西秋良宏　編

『初学指南』の研究�－18世紀の口語モンゴル語－� 東北アジア研究センター叢書 55 栗林 均, 斯欽巴図 編 東北大学東北アジア研究センター

美濃国池田郡八幡村　竹中家文書目録(その1)�� 岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵史料目録 7 岐阜大学　地域科学部　地域資料・情報センター 岐阜大学　地域科学部　地域資料・情報センター

報告書　震災復興と臺横浜の時代�� 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団�近現代歴史資料課市史資料室 横浜市史資料室

2014年度　四国遍路と世界の巡礼�公開講演会・研究集会　プロシーディングズ� 愛媛大学「四国遍路と世界の巡礼」研究会 愛媛大学「四国遍路と世界の巡礼」研究会

都城島津家役所日記　4�� 都城島津伝承館史料集 4 都城市教育委員会

章斎文庫所蔵資料調査報告書　第1巻　上�� 章斎文庫所蔵資料調査報告書 1 米原市教育委員会

章斎文庫所蔵資料調査報告書　第1巻　下�� 章斎文庫所蔵資料調査報告書 1 米原市教育委員会

章斎文庫所蔵資料調査報告書　第2巻　上�� 章斎文庫所蔵資料調査報告書 2 米原市教育委員会

章斎文庫所蔵資料調査報告書　第2巻　下�� 章斎文庫所蔵資料調査報告書 2 米原市教育委員会

章斎文庫所蔵資料調査報告書　第3巻　上�� 章斎文庫所蔵資料調査報告書 3 米原市教育委員会

章斎文庫所蔵資料調査報告書　第3巻　下�� 章斎文庫所蔵資料調査報告書 3 米原市教育委員会

鞠智城跡出土土器・瓦の生産地推定に関する基礎的研究�� 熊本県立装飾古墳館分館 歴史公園鞠智城・温故創生館 熊本県立装飾古墳館分館 歴史公園鞠智城・温故創生館

北区諸家文書目録　3�� 文化財研究紀要別冊 24 東京都北区教育委員会北区飛鳥山博物館事業係 東京都北区教育委員会

世界史認識における‘アメリカ’の問題�� 日韓歴史家会議組織委員会,日本学術会議史学委員会国際歴史学会議等分科会 公益財団法人　日韓文化交流基金

日本西アジア考古学会　第5回 総会・大会　要旨集�� 日本西アジア考古学会第5回総会・大会実行委員会,奈良大学考古学研究室 日本西アジア考古学会第5回総会実行委員会事務局

圖書寮叢刊　九条家本紙背文書集　中右記�� 宮内庁書陵部 宮内庁書陵部

皇室制度史料　儀制　立太子一�� 宮内庁書陵部 宮内庁書陵部

足利義昭�� 室町幕府の研究 2 久野　雅司　編著 戎光祥出版

風刺漫画に見る明治�� 民権ブックス 28 町田市立自由民権資料館　編 町田市教育委員会

雑司が谷鬼子母神御会式調査報告書�� 豊島区文化財調査報告 8 豊島区教育委員会総務課文化財係 豊島区教育委員会

中世鎌倉地域における寺院什物帳(文物台帳)と請来遺品(唐物)の基礎的研究�� 神奈川県立歴史博物館　学芸部　古川元也　編 神奈川県立歴史博物館　学芸部　古川元也　編

長野県立歴史館収蔵文書目録14�� 長野県立歴史館収蔵文書目録 14 長野県立歴史館　編 長野県立歴史館

三津の民俗�－静岡県沼津市三津－� 神奈川大学歴史民俗調査報告 15 小熊 誠 編 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科

安積得也関係文書　目録�� アジア文化研究別冊 19 安積得也関係文書整理会 編 国際基督教大学アジア文化研究所

满洲评论及其时代 祝力新 著 商務印書館

新狛江市史　資料編　近現代1�� 狛江市市史編集専門委員会 狛江市

北太平洋航路案内のアーカイブズ�－船舶データベースの一端� 松浦 章 編著 関西大学アジア文化研究センター

新八王子市史　�� 八王子市市史編集委員会　編 八王子市



八王子市西南部地域　浅川の民俗�� 新八王子市史民族調査報告書 3 八王子市市史編集専門部会民俗部会　編 八王子市史編さん室

資料集　神奈川大学大学院�歴史民俗資料学研究科　20年の歩み� 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科

Financial-Administrative System and �Institutionalization of the First National �Assembly of Iran Ali Tatari 東洋文庫

新八王子市史�� 八王子市市史編集委員会　編 八王子市

越境する「日本史」�―欧米にある日本関係資料の研究―� 歴史研究の最前線 17 内田順子,原山浩介,平野恵 編 総研大　日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

考古学の道標�� 「考古学の道標」編集委員会　編 新泉社

斎藤優遺稿集：渤海半拉城址発掘史にみる近代東アジアの軍事と文化�� 斎藤優 著,小野智子 編著 小野　智子

13,14世紀東アジア史料通信�� 23 森田憲司 編 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究C 「元朝石刻拓影の目録化を通じての中国近世石刻目録学構築の試み」

『三晋石刻大全』所載元代石刻目録�� 森田　憲司

平成26年　小田原市遺跡調査発表会�発表要旨� 小田原市教育委員会　編 小田原市教育委員会

遺跡講演会　縄文土器を作る�縄文人の造作を支えた台形土器�資料集 小田原市教育委員会　編 小田原市教育委員会

人類誌集報　2015-4�� 首都大学東京考古学報告 14 山田昌久 編 首都大学東京人類誌調査グループ

八王子市北部地域　加住の民俗�� 新八王子市史民族調査報告書 4 八王子市市史編集専門部会民俗部会　編 八王子市史編さん室

東アジア塩業考古学の提唱�� 村上恭通,槙林啓介 編 愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター

越前三国秦湊の中近世墓標�� 関根達人　 弘前大学人文学部

勝倉元吉郎拓本資料目録�� 東京大学史料編纂所研究成果報告 2015-5 井上聡,太田直之,菊地大樹,佐藤亜聖,七海雅人　編 東京大学史料編纂所

元興寺文化財研究所所蔵　坂田二三夫拓本資料目録�� 東京大学史料編纂所研究成果報告 2014-6 井上聡,太田直之,菊地大樹,佐藤亜聖,七海雅人　編 東京大学史料編纂所

小田原城天守模型等の調査研究報告書�� 小田原城天守模型等調査団 小田原城天守模型等調査団

戰國遺文　　�� 三好氏編 2 天野忠幸 編 東京堂出版

足利氏満とその時代�� 関東足利氏の歴史 2 黒田基樹 編 戎光祥出版

秦河勝�� 井上満郎 著 吉川弘文館

日本中世の学問と教育�� 同成社　中世史選書 15 菅原正子 著 同成社

室町廷臣社会論�� 井原今朝男 著 塙書房

明治前期における用水組合の変容�―荒川奈良堰用水組合を事例に―� 立正大学古文書研究会 立正大学古文書研究会

新八王子市史近現代統計資料集　数字が語る八王子の現代�� 八王子市市史編集専門部会近現代部会 八王子市市史編さん室

奈良文化財研究所概要　2015�� 独立行政法人国立文化財機構　奈良文化財研究所 独立行政法人国立文化財機構　奈良文化財研究所

The Vellum Contract Documents in Morocco in the Sixteen to Nineteenth Centuries PartⅠ�� TOYO BUNKO RESEARCH LIBRARY 15 Miura Toru,Sato Kentaro 東洋文庫

かたりべ　第六集　シベリア抑留�� かたりべ 6 金沢大学日本史学研究室　編 金沢大学日本史学研究室

日本張家口の会・年譜・簡略ヒストリー�(池田満寿夫・ウランバートル・靖国神社)� 河合浩孝　著

近衛文麿�� 古川隆久　著 吉川弘文館



カリフォルニア先住民の文化�� 関　俊彦 六一書房

武器・武具 農工具・漁具 : 韓日三國・古墳時代資料�� 「韓日交渉の考古学--三國・古墳時代」研究會 編 「韓日交渉の考古学--三國・古墳時代」研究會

足利義政発給文書(1)�� 戦国史研究会史料集 1 木下 聡 編 戦国史研究会

徳川水軍関係文書�� 戦国史研究会史料集 2 小川 雄 編 戦国史研究会

「昭和天皇実録」講義�� 古川隆久,森暢平,茶谷誠一　編 吉川弘文館

「昭和天皇実録」講義�� 古川隆久,森暢平,茶谷誠一　編 吉川弘文館

アジア経済史研究入門�� 水島司,加藤博,久保亨,島田竜登 編

伪满历史文化与现代中日关系 東北師範大学日本研究叢書 1 尚侠主編 商務印書館

伪满历史文化与现代中日关系 東北師範大学日本研究叢書 2 尚侠主編 商務印書館

古代都城出土の植物種実�� 国立文化財機構　奈良文化財研究所 国立文化財機構　奈良文化財研究所

第39回 神奈川県遺跡調査・研究発表会�発表要旨� 第39回 神奈川県遺跡調査・研究発表会 神奈川県考古学会

播磨六箇寺の研究Ⅱ�� 大手前大学史学研究所研究報告 14 大手前大学史学研究所「中世「山寺」と地域社会」プロジェクト 大手前大学史学研究所

達身寺仏像群調査報告書�� 大手前大学史学研究所研究報告 15 大手前大学史学研究所 大手前大学史学研究所

京都府宇治市　炭山窯�� 大手前大学史学研究所研究報告 16 大手前大学史学研究所 大手前大学史学研究所

幕末佐賀藩　反射炉関係文献調査報告書Ⅲ�� 佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書 8 佐賀市教育委員会 佐賀市教育委員会

有馬家島原・天草一揆関係文書�『原之城乗吟味帳』『高来原之城手負人数付』� 南島原市文化財調査報告書 8 南島原市教育委員会　編 南島原市教育委員会

日本統治時代の朝鮮農村農民改革�� 山﨑 知昭 著 振学出版

形成される教養　十七世紀日本の＜知＞�� 鈴木　健一 編 勉誠出版

描かれた行列　武士・異国・祭礼�� 久留島 浩 編 東京大学出版会

遣唐使と入唐僧の研究　附　校訂『入唐五家伝』�� 佐藤 長門 編 高志書院

戰國遺文�� 三好氏編 3 天野忠幸 編 東京堂出版

日韓４～５世紀の土器・鉄器生産と集落�� 「日韓交渉の考古学－古墳時代－」研究会 「日韓交渉の考古学－古墳時代－」研究会

軍事考古学研究　第2号　【資料集】�� 岡崎久弥　編 虎頭要塞日本側研究センター

軍事考古学研究　第3号�� 岡崎久弥　編 虎頭要塞日本側研究センター

国際シンポジウム　「よみがえれ古墳人」�記録集・資料集� よみがえれ古墳人　東国文化発信委員会　編 よみがえれ古墳人　東国文化発信委員会

Islam and Multiculturalism�
Islam in Global Perspective� Takayuki  Yoshimura, Satoshi Katsunuma Organization for Islamic Area Studies,Waseda University

平成27年度鞠智城跡「特別研究」論文集�鞠智城と古代社会　第4号� 鞠智城と古代社会 4 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会

昭和天皇実録　第五�� 5 宮内庁 東京書籍

昭和天皇実録　第六�� 6 宮内庁 東京書籍

昭和天皇実録　第七�� 7 宮内庁 東京書籍



日本で初めて労働組合をつくった男  �評伝・城常太郎� 牧民雄 同時代社

近世・近代の尼門跡を中心とした女性ネットワークの研究�� 岸本香織 大手前大学

美濃国池田群八幡村　竹中家文書目録　（その2）�� 岐阜大学教育学部郷土博物館収蔵史料目録 8 岐阜大学　地域科学部　地域資料・情報センター 岐阜大学　地域科学部　地域資料・情報センター

京都府埋蔵文化財論集�-創立35周年記念誌-� 7 京都府埋蔵文化財調査研究センター　編 京都府埋蔵文化財調査研究センター

昭和天皇実録　第三�� 3 宮内庁 東京書籍

昭和天皇実録　第四�� 4 宮内庁 東京書籍


