
誌名 発行所 巻号
19世紀学研究� 19世紀学学会・19世紀学研究所 10
愛知学院大学大学院文学研究科文研会紀要� 愛知学院大学大学院文学研究科文研会 28
愛大史学� 愛知大学文学部人文社会学科歴史・地理学コース 26
特別史跡　三内丸山遺跡　年報� 青森県教育委員会 20
［青森県埋蔵文化財調査センター］研究紀要� 青森県埋蔵文化財調査センター 21
［青山学院大学］史友� 青山学院大学史学会 48
［秋田県公文書館］研究紀要 � 秋田県公文書館 23
［秋田県公文書館］研究紀要 � 秋田県公文書館 22
秋田県埋蔵文化財センター年報� 秋田県埋蔵文化財センター 34
［秋田県埋蔵文化財センタ－］研究紀要� 秋田県埋蔵文化財センタ－ 31
加能史料研究� 石川県地域史研究振興会 23
［茨城県教育財団］研究ノート� 茨城県教育財団 13
茨城県立歴史館報� 茨城県立歴史館 42
茨城県立歴史館報� 茨城県立歴史館 44
茨城県立歴史館報� 茨城県立歴史館 43
［岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター］研究紀要� 財団法人　岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 35
[岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター]年報� (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 27
［佛教大学］鷹陵史学� 鷹陵史学会 42
［大阪教育大学］歴史研究� 大阪教育大学歴史学研究室 53
［大阪経済法科大学］東アジア研究�アジア研究所年報 大阪経済法科大学アジア研究所 64
［大阪経済法科大学］東アジア研究�アジア研究所年報 大阪経済法科大学アジア研究所 65
［大阪大学］待兼山論叢　 史学篇� 大阪大学大学院文学研究科 50
大谷大學史學論究� 大谷大学図書館雑誌係 21
静岡県御前崎市文化財年報� 御前崎市教育委員会 26
学習院大学史料館紀要� 学習院大学史料館 22
葛飾区埋蔵文化財調査年報� 葛飾区教育委員会 H27
神奈川県埋蔵文化財センター　年報� 神奈川県立埋蔵文化財センター 27
［かながわ考古学財団］研究紀要　かながわの考古学　� (財)かながわ考古学財団 21
〔かながわ考古学財団〕年報� (財)かながわ考古学財団 23
〔かながわ考古学財団〕年報� (財)かながわ考古学財団 20
［神奈川大学］歴史民俗資料学研究� 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科 21
［神奈川大学日本常民文化研究所］歴史と民俗� 神奈川大学日本常民文化研究所 33



［金沢工業大学日本学研究所］日本学研究� 金沢工業大学日本学研究所 19
金沢大学歴史言語文化学系論集　史学・考古学篇� 金沢大学　文学部・人文学類教務員室 8
関学西洋史論集� 関学西洋史研究会 39
〔関西大学〕東西学術研究所紀要� 関西大学東西学術研究所 49
[関西大学]東西学術研究所々報� 関西大学東西学術研究所 91
神田外語大学　日本研究所紀要� 神田外国語大学日本研究所 8
キリスト教史学� キリスト教史学会 70
金鈴塚古墳研究� 木更津市郷土博物館金のすず 3
金鈴塚古墳研究� 木更津市郷土博物館金のすず 4
［北上市立埋蔵文化財センター］紀要� 北上市立埋蔵文化財センター 5
北上市埋蔵文化財年報� 北上市立埋蔵文化財センター 2014
汲古� 汲古書院  （古典研究会編） 69
汲古� 汲古書院  （古典研究会編） 70
［九州大学］ 九州文化史研究所紀要� 九州文化史資料部門 59
[九州歴史資料館]研究論集� 九州歴史資料館 41
〔京都橘大学〕女性歴史文化研究所紀要� 京都橘大学　女性歴史文化研究所 24
京都府埋蔵文化財情報� 公益財団法人　京都府埋蔵文化財調査研究センタ－ 130
［京都府立総合資料館］資料館紀要� 京都府立総合資料館 44
年報近現代史研究� 近現代史研究会 8
正倉院紀要� 宮内庁正倉院事務所 38
[群馬県藤岡市]年報� 群馬県藤岡市教育委員会 32
［群馬県埋蔵文化財調査事業団］研究紀要� 群馬県埋蔵文化財調査事業団 30
［群馬県埋蔵文化財調査事業団］研究紀要� 群馬県埋蔵文化財調査事業団 32
［群馬県埋蔵文化財調査事業団］研究紀要� 群馬県埋蔵文化財調査事業団 33
[慶應義塾大学]史学� 三田史学会 86-01・02
[慶應義塾大学]史学� 三田史学会 86-03
[慶應義塾大学]史学� 三田史学会 86-04
皇學館大学研究開発推進センター紀要� 皇學館大学研究開発推進センター 3
皇學館論叢� 皇學館大學人文學會 49-01
皇學館論叢� 皇學館大學人文學會 49-02
皇學館論叢� 皇學館大學人文學會 49-03
皇學館論叢� 皇學館大學人文學會 49-04
皇學館論叢� 皇學館大學人文學會 49-05



高知県立歴史民俗資料館研究紀要� 高知県立歴史民俗資料館 20
高知県立歴史民俗資料館年報� 高知県立歴史民俗資料館 24
高知県立歴史民俗資料館年報� 高知県立歴史民俗資料館 25
神戸大学史学年報� 神戸大学史学研究会 31
［国学院大学］国史学�國學院大學 国学院大学国史学会 219
［国学院大学］国史学�國學院大學 国学院大学国史学会 220
［国学院大学］国史学�國學院大學 国学院大学国史学会 221
國學院大學博物館研究報告�旧：國學院大學学術資料センター研究報告 國學院大學博物館 32
國學院大學博物館研究報告�旧：國學院大學学術資料センター研究報告 國學院大學博物館 33
国士舘東洋史学� 国士舘大学　東洋史学会 789
〔国士舘大学〕ラーフィダーン� 国士舘大学イラク古代文化研究所 37
古代武器研究� 古代武器研究会　山口大学人文学部考古学研究室 12
日本文化研究� 駒沢女子大学日本文化研究所 12
日本文化研究� 駒沢女子大学日本文化研究所 10
日本文化研究� 駒沢女子大学日本文化研究所 11
駒澤考古� 駒澤大学考古学研究室 41
〔駒澤大学大学院〕史学論集� 駒澤大学大学院史学会 46
駒沢史学� 駒沢大学史学会 85
駒沢史学� 駒沢大学史学会 86
駒沢史学� 駒沢大学史学会 87
埼玉県埋蔵文化財調査年報� 埼玉県教育委員会 22
埼玉県埋蔵文化財調査年報� 埼玉県教育委員会 25
［埼玉県立文書館］文書館紀要� 埼玉県立文書館 29
［北海道埋蔵文化財センター］調査年報� 財団法人　北海道埋蔵文化財センター 29
[群馬県埋蔵文化財調査事業団]　年報� 財団法人　群馬県埋蔵文化財調査事業団 35
さいたま埋文リポート　年報�[埼玉県埋蔵文化財調査事業団]年報 財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 H27
千葉県教育振興財団文化財センター年報� 財団法人千葉県教育振興財団 41
[千葉県文化財センター]研究連絡誌� 財団法人千葉県教育振興財団 77
［纏向学研究センター　研究紀要］纏向学研究� 桜井市纏向学研究センター 4
桜井市纏向学研究センター年報� 桜井市纏向学研究センター 3
［滋賀大学］研究紀要� 滋賀大学経済学部附属史料館 49
史創� 史創研究会 7
［下関市立考古博物館］研究紀要　� 下関市立考古博物館 20



吉備地方文化研究� 就実大学吉備地方文化研究所 26
就実大学史学論集� 就実大学史学会 30
首都圏史研究　年報� 首都圏形成史研究会 2015
[上智大学]紀尾井論叢� 上智大学Sapientia会 4
上智史学� 上智大学史学会 61
湘南考古学同好会々報� 湘南考古学同好会 143
湘南考古学同好会々報� 湘南考古学同好会 144
湘南考古学同好会々報� 湘南考古学同好会 145
湘南考古学同好会々報� 湘南考古学同好会 146
昭和女子大学文化史研究� 昭和女子大学文化史学会 17
昭和女子大学文化史研究� 昭和女子大学文化史学会 18
昭和女子大学文化史研究� 昭和女子大学文化史学会 19
昭和女子大学文化史研究� 昭和女子大学文化史学会 20
［東京農業大学］農村研究� 食料・農業・農村経済学会 123
スペイン史研究� スペイン史学会 30
住友史料館報� 住友史料館 47
聖心女子大学大学院論集�［聖心女子大学大学院］文学・史学 聖心女子大学　史学大学院研究室 38
［東北大学］西洋史研究� 西洋史研究会 45
世界史研究論叢� 世界史研究会 6
専修考古学� 専修大学考古学会 15
専修史学� 専修大学歴史学会 60
専修史学� 専修大学歴史学会 61
近松研究所紀要� 園田学園女子大学近松研究所 27
田原本町埋蔵文化財調査年報� 田原本町教育委員会 24
［千葉市立加曽利貝塚博物館］貝塚博物館紀要� 千葉市立加曽利貝塚博物館 42
［中央大学］アジア史研究� 中央大学　白東史学会 41
［中央大学文学部］紀要　史学科�［中央大学文学部］紀要　史学 中央大学文学部日本史学研究室 61
［中央大学文学部］紀要　史学科�［中央大学文学部］紀要　史学 中央大学文学部日本史学研究室 62
年報　中世史研究� 中世史研究会 41
［筑波大学］先史学・考古学研究� 筑波大学人文社会科学研究科　歴史・人類学専攻　先史学・考古学コース 27
［筑波大学］歴史人類� 筑波大学人文社会科学研究科　�歴史・人類学専攻 45
史境� 筑波大学歴史人類学会 72
文化財學雑誌� 鶴見大学文化財学会 13



文化財學雑誌� 鶴見大学文化財学会 12
帝京史学� 帝京大学文学部史学科 32
ゲシヒテ� ドイツ現代史研究会 9
［東京外国語大学］ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究� 東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所� 91
［東京外国語大学］ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究� 東京外国語大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所� 92
[東京学芸大学]Archaeo-Clio� 東京学芸大学教育部　文化財科学分野考古学研究室 13
東京大学史料編纂所報� 東京大学史料編纂所 51
東京大学史料編纂所研究紀要� 東京大学史料編纂所　財務・研究支援チーム 26
東京大学日本史学研究室紀要� 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部日本史学研究室 20
北区埋蔵文化財調査年報� 東京都北区教育委員会 26
東京都埋蔵文化財ｾﾝﾀ-研究論集� 財団法人　東京都生涯学習文化財団�東京都埋蔵文化財センター 30
東京都埋蔵文化財ｾﾝﾀ-研究論集� 財団法人　東京都生涯学習文化財団�東京都埋蔵文化財センター 28
東京都埋蔵文化財センター　年報� 財団法人東京都スポーツ文化事業団�東京都埋蔵文化財センター 36
東方學� 財団法人　東方学会 132
東方學� 財団法人　東方学会 133
東北学院大学論集　 歴史と文化� 東北学院大学学術研究会 54
［東北学院大学］アジア文化史研究� 東北学院大学大学院文学研究科�アジア文化史専攻 16
東北学院大学東北文化研究所紀要� 東北学院大学東北文化研究所 48
東北アジア研究　� 東北大学東北アジア研究センター 20
［東北大学］日本思想史研究� 日本思想史学研究室 48
アジア文化研究所研究年報�東洋大学ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ文化研究所 東洋大学アジア文化研究所 51
［東洋大学］白山史学� 白山史学会 52
東洋大学文学部紀要  史学科篇� 東洋大学文学部史学科研究室 42
Asian research trends. New series� 東洋文庫 10
東洋学報� 財団法人　東洋文庫 97-04
東洋学報� 財団法人　東洋文庫 98-01
東洋文庫年報� 財団法人　東洋文庫 2014
東洋学報� 財団法人　東洋文庫 98-02
東洋学報� 財団法人　東洋文庫 98-03
東洋文庫書報� 財団法人　東洋文庫 47
［徳川林政史研究所］研究紀要� 財団法人徳川黎明会�徳川林政史研究所 50
奈良文化財研究所紀要� 独立行政法人国立文化財機構　奈良文化財研究所 2016
豊島区文化財年報� 豊島区教育委員会教育部庶務課文化財グループ 2014



〔とちぎ生涯学習文化財団〕埋蔵文化財センター年報� とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター 21
妻木晩田遺跡発掘調査研究年報� 鳥取県教育委員会 2015
妻木晩田遺跡発掘調査研究年報� 鳥取県教育委員会 2014
埋蔵文化財年報� 財団法人富山県文化振興財団�埋蔵文化財調査事務所 27
和菓子� 虎屋文庫 24
長野県立歴史館研究紀要　　　　　� 長野県立歴史館 22
［奈良女子大学］寧楽史苑� 奈良女子大学史学会 62
奈良史学� 奈良大学史学会 33
奈良大学大学院研究年報� 奈良大学大学院 21
［奈良大学］文化財学報� 奈良大学文学部文化財学科 34
新潟県埋蔵文化財調査事業団年報� 財団法人　新潟県埋蔵文化財調査事業団 22
新潟県埋蔵文化財調査事業団年報� 財団法人　新潟県埋蔵文化財調査事業団 27
［新潟県埋蔵文化財調査事業団］研究紀要� 財団法人　新潟県埋蔵文化財調査事業団 9
新潟史学� 新潟史学会 74
オリエント� 日本オリエント学会 58-02
オリエント� 日本オリエント学会 59-01
日本考古学� 日本考古学協会 41
［日本女子大学］史艸� 日本女子大学史学研究会 57
政治経済史学� 日本政治経済史学研究所 588
［日本大学史学会］史叢� 日本大学史学会 95
〔八戸市埋蔵文化財センター　是川縄文館〕年報� 八戸市埋蔵文化財センター 5
[八戸市埋蔵文化財センター]研究紀要� 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 5
［弘前大学］国史研究� 弘前大学国史研究会 140
［弘前大学］国史研究� 弘前大学国史研究会 141
広島県立文書館紀要� 広島県立文書館 13
福岡市埋蔵文化財センター年報� 福岡市教育委員会 35
福岡市博物館研究紀要� 福岡市博物館 24
福岡市博物館研究紀要� 福岡市博物館 25
［佛教大学］文学部論集� 佛教大学文学部 101
［佛教大学］仏教学部論集� 佛教大学文学部 101
[佛教大学]歴史学部論集� 佛教大学歴史学部 7
文京区文化財年報� 文京区教育委員会 教育推進部庶務課文化財保護係 2526
文京区文化財年報� 文京区教育委員会 教育推進部庶務課文化財保護係 22
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