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  沖ﾉ島研究　第二号 沖ノ島研究 2 「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議 「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議

  第15回　日韓・韓日歴史家会議報告書植民主義と脱植民主義：世界史的視野から 財団法人　日韓文化交流基金
  沖ﾉ島研究　第一号 沖ノ島研究 1 「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議 「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議

  清代文書資料の研究 加藤　直人 汲古書院

军机处满⽂准噶尓使者档译编     上 中国第一 史档案 , 中国 疆民族地区 史与地理研究中心 中央民族大学出版社

军机处满⽂准噶尓使者档译编  中 中国第一 史档案 , 中国 疆民族地区 史与地理研究中心 中央民族大学出版社

军机处满⽂准噶尓使者档译编  下 中国第一 史档案 , 中国 疆民族地区 史与地理研究中心 中央民族大学出版社

  考古学の諸相　Ⅳ 坂誥秀一先生傘寿記念会　編 立正大学文学部考古学研究室
  東京商人の生活と文化 郡司　美枝 刀水書房

  「国指定史跡　橘樹官衙遺跡群」を活かす―市民・地域に愛される史跡を目指して― 川崎市教育委員会生涯学習部文化財課
  中島信行と俊子 民権ブックス 29 町田市立自由民権資料館　編 町田市教育委員会

  昭和史 古川　隆久 ちくま新書
  新狛江市史　資料編　近現代2 狛江市市史編集専門委員会 狛江市

  新狛江市史　資料編　近世1 狛江市市史編集専門委員会 狛江市
  唐宋変革研究通訊　第7輯 唐宋変革研究通訊 7 唐宋変革研究会 唐宋変革研究会

  蒙漢字典―モンゴル語ローマ字転写配列― 東北アジア研究センター叢書 57 栗林　均 東北大学東北アジア研究センター
  里之宮　湯殿山神社史 小形　利彦 里之宮　湯殿山神社

  武蔵國高麗郡建郡 古代の入間を考える会 古代の入間を考える会
  台湾総督府文書目録データベース(CD-ROM) 中京大学社会科学研究所台湾史研究センター

  高橋継男教授古稀記念　東洋大学東洋史論集 高橋継男教授古稀記念東洋大学東洋史論集編集委員会 東洋大学文学部史学科東洋史研究室
  モリソンパンフレットの世界　Ⅱ 東洋文庫論叢 79 斯波　義信 公益財団法人　東洋文庫

  東洋文庫蔵汪精衛政権駐日大使館文書目録 相原佳之, 尾形洋一, 平野健一郎 編,東洋文庫 編 東洋文庫
  徳川権力と海上軍事 戦国史研究叢書 15 小川　雄 新広社
  昭和天皇実録　第八 宮内庁 東京書籍
  昭和天皇実録　第九 宮内庁 東京書籍

  縄文前期の諸問題　講演・発表要旨 縄文セミナー資料集 1 縄文セミナーの会･群馬県考古学研究所
  縄文後期の諸問題 縄文セミナー 4 谷藤保彦、関根慎二 縄文セミナーの会
  前期終末の諸様相 縄文セミナー 6 谷藤保彦、関根慎二 縄文セミナーの会
  中期初頭の諸様相 縄文セミナー 8 谷藤保彦、関根慎二 縄文セミナーの会
  後期中葉の諸様相 縄文セミナー 9 谷藤保彦、関根慎二 縄文セミナーの会

  東アジア武人政権の比較史的研究 髙橋　昌明 校倉書房
  大樹寺文書　上 岡崎市史料叢書 岡崎市史料叢書編集委員会 岡崎市
  大樹寺文書　下 岡崎市史料叢書 岡崎市史料叢書編集委員会 岡崎市

  近代都市の下層社会 サピエンティア 49 町田　祐一 法政大学出版局
  伊藤博文公の最期 黒崎　裕康 地久館出版

  韓日の古墳 「韓日交渉の考古学―三國・古墳時代―」研究會　
  近現代日本　選択の瞬間 小林　和幸 有志舎

  村上家乗安政五年・六年 広島県立文書館資料集 9 広島県立文書館 広島県立文書館
  第七回北陸銀行若手研究者助成金調査報告書鍋屋文書目録 上田　長生　編･加賀藩研究ネットワーク調査協力 金沢大学

  北区指定有形文化財（建造物）「旧松澤家住宅　附　倉屋」移築復原工事報告書 文化財研究紀要別冊 25 北区飛鳥山博物館 東京都北区教育委員会
  宗門人別帳集成 八王子市史叢書 4 八王子市市史編集専門部会近世部会 八王子市市史編集専門部会近世部会

  大学の日本史 教養から考える歴史へ 1 佐藤　信 山川出版社
  大学の日本史 教養から考える歴史へ 2 五味　文彦 山川出版社

  犬と鷹の江戸時代 歴史文化ライブラリー 423 根崎　光男 吉川弘文館
  足利尊氏 戎光祥中世史論集 3 峰岸　純夫･江田　郁夫 戎光祥出版

  幕末佐賀藩の科学技術　上 1 「幕末佐賀藩の科学技術」編集委員会 岩田書院
  都城島津家役所日記　5 都城島津伝承館史料集 5 都城市教育委員会　都城島津邸

  縄文中期の大環状集落を探る！ 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団
  高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索 気候適応史プロジェクト成果報告書 1 総合地球環境学研究所･中塚　武（プロジェクトリーダー） 総合地球環境学研究所

  広島市立中央図書館　浅野文庫漢籍図録 東北アジア研究センター叢書 56 磯部　彰 東北大学東北アジア研究センター
  長野県立歴史館収蔵文書目録　15 長野県立歴史館収蔵文書目録 15 長野県立歴史館　編 長野県立歴史館

  阿武隈川流域における古墳時代首長層の動向把握のための基礎的研究 菊地　芳朗 福島大学　行政政策学類
  武蔵国旗羅群四方寺村吉田康久家所蔵文書目録 北埼玉村落史料目録 8 立正大学古文書研究会 立正大学古文書研究会

  杉並の講 文化財シリーズ 45 杉並区教育委員会 杉並区教育委員会
  神奈川県埋蔵文化財調査報告　61 61 神奈川県教育委員会 神奈川県教育委員会教育局生涯学習部文化遺産課

  武相の女性・民権とキリスト教 武相の女性・民権とキリスト教研究会･町田市立自由民権資料館　共編 町田市教育委員会
  前九年・後三年合戦と兵の時代 東北の古代史 5 樋口　知志 吉川弘文館

  慶滋保胤 人物叢書 286 小原　仁 吉川弘文館
  大系真宗史料文書記録編　11　一向一揆 大系真宗史料 11 真宗史料刊行会 法藏館

  風葉和歌集新注　1 新注和歌文学叢書 20 名古屋国文学研究会 青 舎
  論集　他界観 大阪大谷大学歴史文化学科調査研究報告書 2 大阪大谷大学歴史文化学科 大阪大谷大学歴史文化学科

  薬師寺東塔基壇 奈良県立橿原考古学研究所･国立文化財機構奈良文化財研究所 薬師寺
  平成25(2013)年度収集　収蔵品目録　29 29 福岡市博物館 福岡市博物館
  平成25(2013)年度収集　収蔵品目録　30 30 福岡市博物館 福岡市博物館
  平成25(2013)年度収集　収蔵品目録　31 31 福岡市博物館 福岡市博物館

  唐古・鍵遺跡考古資料目録Ⅰ 田原本町教育委員会 田原本町教育委員会
  六郷の民俗 佐野　賢治 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科

  越前敦賀湊の中近世石造物石造物研究に基づく新たな中近世史の構築 2 関根　達人 弘前大学人文社会科学部　文化財論研究室
  大原幽学記念館報告 3 大原幽学記念館 旭市教育委員会

  独立行政法人　国立文化財機構･奈良文化財研究所概要　2016 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
  詳説・フランス革命 鈴木　真司 文芸社

  吉田用水史資料目録 吉田用水三百年史編纂委員会 吉田用水土地改良区
  足利義政発給文書（2）足利義凞（義尚）発給文書 戦国史研究会史料集 3 木下　聡 戦国史研究会

  3D考古学の挑戦考古遺物・遺構の三次元計測における研究の現状と課題 城倉正祥・平原信崇・渡邊玲 早稲田大学総合人文科学研究センター
  古墳時代墓制の終焉過程からみた律令国家形成期の北部九州 研究代表者　下原　幸裕 九州歴史資料館

  韓日の古墳 「韓日交渉の考古学―三國・古墳時代―」研究會　



  徹底追及！大宰府と古代山城の誕生―発表資料集― 九州国立博物館・熊本県教育委員会
  篠屋宋 とその周縁 長坂　成行 汲古書院

  小沢蘆庵自筆　六帖詠藻　本文と研究 研究叢書 486 蘆庵文庫研究会 和泉書院
  エーゲ文明―クレタ島紀行― 関　俊彦 六一書房

  高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索 気候適応史プロジェクト成果報告書 2 総合地球環境学研究所･中塚　武（プロジェクトリーダー） 総合地球環境学研究所
  奈良文化財研究所　古代瓦研究会シンポジウム記録･古代瓦研究　Ⅶ 古代瓦研究会シンポジウム記録 7 奈良文化財研究所 奈良文化財研究所

  東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告） 文化庁文化財部記念物課 文化庁文化財部記念物課
  東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告） 文化庁文化財部記念物課 文化庁文化財部記念物課

  ”まち”と”ミュージアム”の文化が結ぶ幸せなかたち 3 京都文化博物館地域共働事業実行委員会 京都府京都文化博物館
  現代社会と歴史学 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

  幕末の言語革命 楠家　重敏 晃洋書房
  多田駿伝 岩井　秀一郎 小学館

  前近代南アジア社会におけるまとまりとつながり 太田　信宏（編） 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
  昭和天皇実録　第十 10 宮内庁 東京書籍

  昭和天皇実録　第十一 11 宮内庁 東京書籍
  昭和天皇実録　第十二 12 宮内庁 東京書籍


