
書名 著者 出版社 出版年 場所 請求記号

1 越路の家持叢刊・日本の文学 針原孝之／著 新典社 1990 とやまの本 T911.2/121/

2 家持歌の形成と創造     針原孝之／著 おうふう 2004 とやまの本 T911.2/177/

3 万葉集をつくった大伴家持大事典    小野寛／編著
［笠間書院（発
売）］

2010 とやまの本 T911.2/196/

4 大伴家持　日本の作家１００人人と文学 針原孝之／著 勉誠出版 2011 とやまの本 T911.2/197/

5 大伴家持の生涯 上        山下やすふみ／作画
ＴＣ出版プロジェク
ト

2011 とやまの本 T911.2/199/1

6 大伴家持の生涯 下        山下やすふみ／作画
ＴＣ出版プロジェク
ト

2011 とやまの本 T911.2/199/2

7
大伴家持 波乱にみちた万葉歌人の生
涯 （中公新書）    

藤井一二／著 中央公論新社 2017 とやまの本 T911.2/227/

8 言霊  大伴家持伝       篠崎紘一／著 角川書店 2013 一般開架 F/ｼｺ/

9 コレクション日本歌人選 ０４２大伴家持 和歌文学会／監修
［笠間書院（発
売）］

2013 一般開架 W02/47/42

10 大伴家持日本人のこころの言葉    鉄野昌弘／著 創元社 2013 一般開架 W22/133/

11 家持と恋歌   塙選書      小野寺静子／著 塙書房 2013 一般開架 W22/134/

12 大伴家持と中国文学         鈴木道代／著
［笠間書院（発
売）］

2014 一般開架 W22/135/

13 大伴家持と万葉の歌魂         八木喬／著 櫂歌書房 2015 一般開架 W22/136/

14
大伴家持 １ 万葉歌人の歌と生涯佐保
の貴公子   

中西進／著 角川書店 1994 一般開架 W22/88/1

15
大伴家持 ２ 万葉歌人の歌と生涯久邇
京の青春   

中西進／著 角川書店 1994 一般開架 W22/88/2

16
大伴家持 ３ 万葉歌人の歌と生涯越中
国守

中西進／著 角川書店 1994 一般開架 W22/88/3

17
大伴家持 ４ 万葉歌人の歌と生涯越路
の風光   

中西進／著 角川書店 1995 一般開架 W22/88/4

18
大伴家持 ５ 万葉歌人の歌と生涯望郷
幻想

中西進／著 角川書店 1995 一般開架 W22/88/5

19
大伴家持 ６ 万葉歌人の歌と生涯ものの
ふ残照

中西進／著 角川書店 1995 一般開架 W22/88/6

20
大伴旅人・家持とその時代  大伴氏凋落
の政治史的考察      

木本好信／著 桜楓社 1993 書庫 210.35/37/

21 撫子の君  大伴家持の悲願       沢田洋太郎／著 日本図書刊行会 1997 書庫 F/ｻﾖ/

22
移り行く時見るごとに  悲運の官人大伴
家持      

実吉一夫／著 新風舎 2002 書庫 F/ｼｶ/

23
萬葉集（うた）よ永遠（とわ）に大伴家持
物語      

錦和煕／著 東銀座出版社 2009 書庫 F/ﾆｶ/

24 家持が立山の賦に込めたもの         関口衛／著 関口衛 2011 書庫 T209.3/105/

25 寧楽と越大伴家持のみた万葉の越    
富山県埋蔵文化財セ
ンター／編

富山県埋蔵文化
財センター

2012 書庫 T209.3/107/

26 悲歌大伴家持         田中阿里子／著 講談社 1987 書庫 T911.2/101/

27 大伴家持作品論説         佐藤隆／著 おうふう 1993 書庫 T911.2/143/

28 家持歌の記憶   新湊市民文庫      小沢昭巳／述
新湊市教育委員
会

1994 書庫 T911.2/149/

29 絵草紙越中の家持         北日本新聞社 1998 書庫 T911.2/162/

展示リスト　「大伴家持　生誕一三〇〇年　～ひと・歌・時代～」

　　　　期間：平成30年3月20日（火）～4月22日（日）
　　　　場所：富山県立図書館　1階　閲覧室

🌸　大伴家持



30
大伴家持の越中・能登紀行市民大学叢
書     

藤井一二／著
富山市教育委員
会

1999 書庫 T911.2/166/

31
大伴家持と女性たち高岡市萬葉歴史館
叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1999 書庫 T911.2/167/

32 家持と万葉集高岡市萬葉歴史館叢書  
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2000 書庫 T911.2/168/

33
大伴家持  －その生涯の軌跡－ 企画展
図録     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2000 書庫 T911.2/170/

34
家持の争点 Ⅰ  高岡市萬葉歴史館叢
書  

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2001 書庫 T911.2/171/1

35
家持の争点 Ⅱ  高岡市萬葉歴史館叢
書  

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2002 書庫 T911.2/171/2

36
大伴家持研究の最前線高岡市萬葉歴
史館叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2011 書庫 T911.2/198/

37
大伴家持と越中万葉  風土とこだまする
家持の心      

高志の国文学館／編 高志の国文学館 2012 書庫 T911.2/203/

38 家持百首  大伴家持生誕１３００年記念
大伴家持生誕１３００年
記念事業推進懇話会
／選

富山県 2015 書庫 T911.2/221/

39
小学生のための家持の名歌  大伴家持
生誕１３００年記念      

富山県 2017 書庫 T911.2/223/

40
万葉歌人・大伴家持  大伴家持生誕１３
００年記念      

富山県／編 富山県 2017 書庫 T911.2/224/

41 官人大伴家持 困難な時代を生きた良心 中西進／監修 桂書房 2017 書庫 T911.2/226/

42 越中国守大伴家持雑記         村上教俊／著 村上教俊 1976 書庫 T911.2/50/

43 越中の家持   精神開発叢書      犬養孝／〔述〕
富山県教育委員
会

1977 書庫 T911.2/51/

44 大伴家持と越中万葉の世界        
高岡市万葉のふる
さとづくり委員会

1984 書庫 T911.2/80/

45 大伴家持光と影と         北日本新聞社／編 北日本新聞社 1985 書庫 T911.2/90/

46 大伴家持         岩倉政治／著 新興出版社 1986 書庫 T936/129/

47 大伴家持  長編小説       岩倉政治／著 六興出版部 1948 書庫 T936/205/

48 大伴家持   日本詩人選      山本健吉／〔著〕 筑摩書房 1971 書庫 W02/10/5

49 王朝の歌人 ２    大伴家持    集英社 1984 書庫 W02/14/2

50 月雪花の伝統  古典和歌の論       柴生田稔／著 笠間書院 2002 書庫 W04/115/

51
古代文明と日本  万葉集大伴家持を中
心として 県民カレッジ叢書     

中西進／［述］
富山県教育委員
会

1993 書庫 W2/152/

52
セミナー万葉の歌人と作品 第８巻　大伴
家持  １ 

神野志隆光／企画編
集

和泉書院 2002 書庫 W22/103/8

53
セミナー万葉の歌人と作品 第９巻　大伴
家持  ２ 

神野志隆光／企画編
集

和泉書院 2003 書庫 W22/103/9

54
万葉歌人の愛そして悲劇  憶良と家持 
ＮＨＫライブラリー     

中西進／著
日本放送出版協
会

2000 書庫 W22/107/

55 大伴家持作品研究         佐藤隆／著 おうふう 2000 書庫 W22/109/

56 大伴家持と万葉集         なかのげんご／著 花神社 2001 書庫 W22/111/

57 坂上郎女と家持  大伴家の人々       小野寺静子／著 翰林書房 2002 書庫 W22/112/

58 大伴家持         太田光一／著 郁朋社 2002 書庫 W22/113/

59
大伴家持の愛と悲劇  第１７回国民文化
祭・とっとり２００２万葉フェスティバル・万
葉シンポジウム      

第１７回国民文化祭国
府町実行委員会／編

国府町 2003 書庫 W22/114/

60 大伴家持         北山茂夫／著 平凡社 1971 書庫 W22/12/

61 天平の歌人大伴家持新典社研究叢書  菊池威雄／著 新典社 2005 書庫 W22/122/



62 大伴家持の歌群と編纂         山崎健司／著 塙書房 2010 書庫 W22/128/

63 大伴家持論攷   笠間叢書      尾崎暢殃／著 笠間書院 1975 書庫 W22/24/

64 大伴家持         加倉井只志／著 短歌研究社 1974 書庫 W22/25/

65 大伴家持         川口常孝／著 桜楓社 1976 書庫 W22/27/

66 大伴家持研究   笠間叢書      小野寛／著 笠間書院 1980 書庫 W22/41/

67 大伴家持研究序説         針原孝之／著 桜楓社 1984 書庫 W22/48/

68 大伴家持  人と作品       中西進／編 桜楓社 1985 書庫 W22/49/

69 大伴家持作品論攷         橋本達雄／著 塙書房 1985 書庫 W22/50/

70 大伴家持の人と歌         青田伸夫／著 短歌新聞社 1987 書庫 W22/55/

71
大伴氏の伝承  旅人・家持への系譜 び
ぞん叢書     

菅野雅雄／著 桜楓社 1988 書庫 W22/57/

72 大伴家持  孤愁の人 日本の作家  小野寛／著 新典社 1988 書庫 W22/59/

73 家持を考える   万葉夏季大学      上代文学会／編 笠間書院 1988 書庫 W22/62/

74
大伴家持  古代和歌表現の基層 国文
学書下ろしシリーズ     

多田一臣／著 至文堂 1994 書庫 W22/84/

75 大伴家持研究         江口洌／著 おうふう 1995 書庫 W22/90/

76 大伴家持論  文学と氏族伝統       市瀬雅之／著 おうふう 1997 書庫 W22/94/

書名 著者 出版社 出版年 場所 請求記号

77 万葉越路廼栞 上        高沢瑞信／著 高沢真臣 1909 書庫 T911.2/1/1

78 万葉越路廼栞 下        高沢瑞信／著 高沢真臣 1909 書庫 T911.2/1/2

79 ふるさとの万葉越中        
高岡市万葉歴史館／
編

桂書房 1990 とやまの本 T911.2/125/

80 萬葉への誘い高岡市萬葉歴史館叢書
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1991 書庫 T911.2/130/

81 越中万葉への誘い        
高岡市万葉歴史館／
編

桂書房 1992 書庫 T911.2/133/

82 越中万葉歌碑めぐり        
高岡市万葉歴史館／
編

桂書房 1992 とやまの本 T911.2/134/

83 萬葉の魅力高岡市萬葉歴史館叢書     
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1992 書庫 T911.2/138/

84 萬葉の世界   高岡市萬葉歴史館叢書
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1993 書庫 T911.2/141/

85 上代の物語   高岡市萬葉歴史館叢書
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1994 書庫 T911.2/146/

86
入門萬葉の世界   高岡市萬葉歴史館
叢書 

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1995 書庫 T911.2/150/

87
越中三賦を考える   高岡市萬葉歴史館
叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1995 書庫 T911.2/151/

88 越の国から  万葉の四季写真集       幡谷広司／編 現代万葉の会 1996 書庫 T911.2/153/

89
越の国から 〔第二集〕 万葉風土の心の
記憶      

幡谷広司／編 現代万葉の会 2000 書庫 T911.2/153/2

90
越の国から 〔第三集〕 越中国守大伴家
持風土との出会い      

幡谷広司／編 現代万葉の会 2012 書庫 T911.2/153/3

91 越中万葉と記紀の古伝承         広瀬誠／著 桂書房 1996 とやまの本 T911.2/154/

92
万葉の風土と歌人  ミヤコとヒナ 企画展
示図録     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1996 書庫 T911.2/155/

🌸　越中万葉



93
高岡市万葉歴史館常設展示と館蔵主要
古典籍        

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2003 書庫 T911.2/156/A

94
萬葉集と近代歌人たち   高岡市萬葉歴
史館叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1997 書庫 T911.2/157/

95 萬葉の原点   高岡市萬葉歴史館叢書
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1997 書庫 T911.2/158/

96
水辺の万葉集   高岡市万葉歴史館論
集 

高岡市万葉歴史館／
編

笠間書院 1998 書庫 T911.2/160/

97
女人の万葉集   高岡市万葉歴史館論
集   

笠間書院 2007 書庫 T911.2/160/10

98 恋の万葉集   高岡市万葉歴史館論集 笠間書院 2008 とやまの本 T911.2/160/11

99
四季の万葉集   高岡市万葉歴史館論
集

笠間書院 2009 とやまの本 T911.2/160/12

100 生の万葉集   高岡市万葉歴史館論集  
［笠間書院（発
売）］

2010 とやまの本 T911.2/160/13

101
風土の万葉集   高岡市万葉歴史館論
集

［笠間書院（発
売）］

2011 とやまの本 T911.2/160/14

102 美の万葉集   高岡市万葉歴史館論集  
［笠間書院（発
売）］

2012 とやまの本 T911.2/160/15

103
伝承の万葉集   高岡市万葉歴史館論
集  

笠間書院 1999 書庫 T911.2/160/2

104
天象の万葉集   高岡市万葉歴史館論
集  

笠間書院 2000 書庫 T911.2/160/3

105
時の万葉集   高岡市万葉歴史館論集   
  

笠間書院 2001 書庫 T911.2/160/4

106
音の万葉集   高岡市万葉歴史館論集   
  

笠間書院 2002 書庫 T911.2/160/5

107
越の万葉集   高岡市万葉歴史館論集   
  

高岡市万葉歴史館／
編

笠間書院 2003 とやまの本 T911.2/160/6

108
色の万葉集   高岡市万葉歴史館論集   
  

高岡市万葉歴史館／
編

笠間書院 2004 書庫 T911.2/160/7

109
無名の万葉集   高岡市万葉歴史館論
集  

笠間書院 2005 書庫 T911.2/160/8

110
道の万葉集   高岡市万葉歴史館論集   
  

笠間書院 2006 書庫 T911.2/160/9

111
越中万葉をたどる  ６０首で知る大伴家
持がみた、越の国。 高岡市万葉歴史館

坂本信幸／［ほか］執
筆

笠間書院 2013 とやまの本
T911.2/160/ﾍﾞﾂ
-1

112
越中万葉を楽しむ  越中万葉かるた１００
首と遊び方 高岡市万葉歴史館論集     

坂本信幸／［ほか］執
筆

［笠間書院（発
売）］

2014 とやまの本
T911.2/160/ﾍﾞﾂ
-2

113
越中万葉をあるく  歌碑めぐりＭＡＰ 高
岡市万葉歴史館論集     

坂本信幸／［ほか］執
筆

［笠間書院（発
売）］

2015 とやまの本
T911.2/160/ﾍﾞﾂ
-3

114 萬葉びとと旅   高岡市萬葉歴史館叢書
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1998 書庫 T911.2/161/

115
萬葉の三大歌人   高岡市萬葉歴史館
叢書

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

1999 書庫 T911.2/164/

116 万葉びとの恋   高岡市萬葉歴史館叢書
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2003 書庫 T911.2/174/

117 万葉の女帝   高岡市萬葉歴史館叢書
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2004 書庫 T911.2/178/

118
悲劇の皇子・皇女   高岡市萬葉歴史館
叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2005 書庫 T911.2/180/

119 天平万葉   企画展図録     
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2005 書庫 T911.2/183/

120 越中万葉地名雑考         清田秀博／著 桂書房 2005 とやまの本 T911.2/184/

121 越中万葉百科      改訂版  
高岡市万葉歴史館／
編

笠間書院 2009 書庫 T911.2/188/A

122
奈良時代の歌びと   高岡市萬葉歴史館
叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2008 書庫 T911.2/190/

123
万葉の女性歌人   高岡市萬葉歴史館
叢書

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2009 書庫 T911.2/191/

124 越中国と万葉集   企画展図録     
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2009 書庫 T911.2/192/

125
歴史のなかの万葉集   高岡市萬葉歴史
館叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2010 書庫 T911.2/193/



126 春の苑紅にほふ  はじめての越中万葉  
高岡市万葉歴史館／
文

岩崎書店 2012 書庫 T911.2/200/

127
万葉集と環日本海   高岡市萬葉歴史館
叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2012 書庫 T911.2/202/

128
聖武天皇の時代   高岡市萬葉歴史館
叢書

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2013 書庫 T911.2/204/

129 万葉の森、逍遙         篠島満／［著］ 篠島満 2013 書庫 T911.2/205/

130
万葉歌みじかものがたり ５ 一億人のた
めの万葉集   家持越中編（一）友ありて
（二）歌心湧出   

中村博／著 ＪＤＣ出版 2013 とやまの本 T911.2/207/

131 いまドキ語訳越中万葉         北日本新聞社／編 北日本新聞社 2013 書庫 T911.2/210/

132
歌の道  家持へ、家持から 高岡市萬葉
歴史館叢書     

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2014 書庫 T911.2/214/

133 万葉の愛   高岡市萬葉歴史館叢書     
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2015 書庫 T911.2/215/

134 萬葉集のすがた  新収蔵品を中心に
高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2015 書庫 T911.2/219/

135
古写本の魅力   高岡市萬葉歴史館叢
書 

高岡市万葉歴史館／
編

高岡市万葉歴史
館

2016 書庫 T911.2/220/

136 かたかごのはな  うたのえほん       高志の国文学館／編 富山県 2017 書庫 T911.2/222/

137
ＯＮＥＨＵＮＤＲＥＤＰＯＥＭＳｂｙＯＴＯＭ
ＯＹＡＫＡＭＯＣＨＩ  大伴家持生誕１３０
０年記念      

中西進，リービ英雄／
著作

富山県 2017 書庫 T911.2/225/

138 越中万葉  ふるさとの文化事象       重杉俊雄／編 重杉俊雄 1968 書庫 T911.2/31/

139 越中の万葉        
越中万葉顕揚の会／
編

北日本新聞社 1971 書庫 T911.2/33/

140 北陸の万葉         竹谷蒼郎／著
金沢工業大学旦
月会

1971 書庫 T911.2/34/

141 万葉のふるさと  名作の中の北陸      
読売新聞北陸支社／
編

読売新聞社北陸
支社

1981 書庫 T911.2/69/

142
越中万葉の世界  古代から現代へ万葉
のふるさとづくりシンポジウム      

万葉のふるさとづくりシ
ンポジウム実行委員会
／編

万葉のふるさとづくり
シンポジウム実行委
員

1983 書庫 T911.2/75/

143 ふるさとの万葉         小沢昭巳／編著 桂書房 1985 書庫 T911.2/84/

144 万葉の歌 １５ 人と風土   北陸    保育社 1985 書庫 T911.2/97/

🌸　万葉集
書名 著者 出版社 出版年 場所 請求記号

145 万葉集歌人集成         中西進／〔ほか〕著 講談社 1990 一般開架 W2/118/

146
万葉集歴史物語  万葉の時代と歌が甦
る  

藤川隼人／著 鳥影社 2012 一般開架 W2/236/

147 心の万葉集  多賀城画集       日下常由／著 アドックス 2013 一般開架 W2/237/

148 万葉集の読み方  天平の宴席歌       梶川信行／著 翰林書房 2013 一般開架 W2/238/

149 古代の暦で楽しむ万葉集の春夏秋冬 東茂美／著
［笠間書院（発
売）］

2013 一般開架 W2/240/

150 万葉びとの宴   （講談社現代新書）     上野誠／著 講談社 2014 一般開架 W2/242/

151
万葉集と日本人  読み継がれる千二百
年の歴史 角川選書     

小川靖彦／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
（発売）

2014 一般開架 W2/243/

152
万葉集から古代を読みとく  （ちくま新
書）

上野誠／著 筑摩書房 2017 一般開架 W2/249/

153 日本全国万葉の旅 大和編        坂本信幸／著 小学館 2014 一般開架 W26/84/

154 日本全国万葉の旅 西日本・東日本編 坂本信幸／著 小学館 2015 一般開架 W26/84/2

155
万葉集植物さんぽ図鑑  日本人なら知っ
ておきたい！      

木下武司／文
世界文化社（発
売）

2016 一般開架 W26/85/



156 万葉集の恋と語りの文芸史         大谷歩／著
［笠間書院（発
売）］

2016 一般開架 W26/86/

157 万葉の風土と歌人         犬養孝／編 雄山閣出版 1991 県人文庫 ｲﾀ　W2/123/

158 万葉恋の歌   Ｓｅｋａｉｓｈｉｓｏｓｅｍｉｎａｒ   犬養孝／著 世界思想社 1991 県人文庫 ｲﾀ　W2/138/

159 新選万葉集抄  七二三首のアンソロジー 小野寛／〔編〕著 笠間書院 2009 県人文庫 ｵﾋ　W2/225/

160 万葉集探訪         西宮正泰／著 文芸社 2011 県人文庫 ﾆﾏ　W204/50/

161
万葉集の誕生と大陸文化  シルクロード
から大和へ 角川選書     

山口博／著 角川書店 1996 県人文庫 ﾔﾋ　W2/169/

162
万葉の百人一首  万葉の歌人と名歌１０
０首を紹介      

吉野正美／文 偕成社 1992 県人文庫 ﾖﾏ　W2/143/

163 万葉の色  その背景をさぐる    増補版   伊原昭／著
［笠間書院（発
売）］

2010 書庫 W2/102/A

164 万葉風土記 1    大和編 猪股静弥／文 偕成社 1990 書庫 W2/115/1

165 万葉風土記 ２    東日本編    猪股静弥／文 偕成社 1991 書庫 W2/115/2

166 万葉風土記 ３    西日本編 猪股静弥／文 偕成社 1991 書庫 W2/115/3

167 万葉の旅  大和路       吉野正美／文 創元社 1990 書庫 W2/119/

168 万葉旅情         熊谷幸男／著 東京経済 1991 書庫 W2/129/

169 古代史からみた万葉歌         岸俊男／著 学生社 1991 書庫 W2/131/

170 古代国家と万葉集         森田悌／著 新人物往来社 1991 書庫 W2/135/

171 万葉集を学ぶ人のために         中西進／編 世界思想社 1992 書庫 W2/137/

172 やまと花万葉         中村明巳／写真 東方出版 1992 書庫 W2/141/

173
万葉人の遺言  歌に隠されたダイイン
グ・メッセージ      

新田純子／著 コスモの本 1992 書庫 W2/144/

174 万葉の旅人         清原和義／著 学生社 1993 書庫 W2/146/

175 甦える万葉集  天智暗殺の歌       李寧煕／著 文芸春秋 1993 書庫 W2/147/

176 万葉集の民俗学        
並木宏衛／〔ほか〕編
集

桜楓社 1993 書庫 W2/148/

177 万葉歌物語         田崎幾太郎／著
勁草出版サービス
センター

1993 書庫 W2/153/

178 万葉春秋  万葉びとの歳時記       桜井満／著 おうふう 1994 書庫 W2/156/

179 万葉の詩と詩人         中西進／著 弥生書房 1995 書庫 W2/163/

180 万葉びとの四季         都倉義孝／著 有精堂出版 1996 書庫 W2/167/

181 万葉歌人と中国思想         増尾伸一郎／著 吉川弘文館 1997 書庫 W2/171/

182 万葉集を読む   岩波セミナーブックス 佐佐木幸綱／著 岩波書店 1998 書庫 W2/180/

183 万葉時代の日本人   潮ライブラリー      中西進／著 潮出版社 1998 書庫 W2/182/

184 万葉風土  写真で見る万葉集       清原和義／写真 求竜堂 1999 書庫 W2/184/

185
物語文学の誕生  万葉集からの文学史 
角川叢書     

古橋信孝／著 角川書店 2000 書庫 W2/188/

186 万葉の色  失われゆく色を惜しみて       高橋昭子／著 フーコー 2000 書庫 W2/189/

187 万葉集を知る事典         桜井満／監修 東京堂出版 2000 書庫 W2/190/

188 万葉恋歌         大岡信／解説
講談社インターナ
ショナル

2000 書庫 W2/193/



189 万葉集１０１の謎         松尾光／編 新人物往来社 2000 書庫 W2/195/

190 万葉集に会いたい。         辰巳正明／著 笠間書院 2001 書庫 W2/200/

191 万葉集         リービ英雄／英訳 ピエ・ブックス 2002 書庫 W2/201/

192
万葉にみる男の裏切り・女の嫉妬   生活
人新書     

上野誠／著
日本放送出版協
会

2002 書庫 W2/204/

193
万葉古代学  万葉びとは何を思い、どう
生きたか      

中西進／編著 大和書房 2003 書庫 W2/206/

194 誤読された万葉集   新潮新書      古橋信孝／著 新潮社 2004 書庫 W2/208/

195 ものがたりとして読む万葉集         大岳洋子／著 素人社 2005 書庫 W2/212/

196 全国万葉歌碑         三井治枝／著 渓声出版 2005 書庫 W2/214/

197 万葉びとの歌ごころ         前登志夫／著
日本放送出版協
会

2006 書庫 W2/215/

198 万葉集の＜われ＞   角川選書      佐佐木幸綱／著 角川学芸出版 2007 書庫 W2/219/

199 万葉集百歌         古橋信孝／著 青燈社 2008 書庫 W2/221/

200 万葉集を読む   歴史と古典      古橋信孝／編 吉川弘文館 2008 書庫 W2/222/

201 万葉集とその時代         松尾光／著 笠間書院 2009 書庫 W2/226/

202
これだけは知っておきたい万葉集の環
境と生活        

高野正美／著 笠間書院 2009 書庫 W2/227/

203
万葉集入門  古びとのおおらかにして、
豊潤な詩情にふれる 別冊太陽日本のこ
ころ

神野志隆光／監修 平凡社 2011 書庫 W2/229/

204
楽しくわかる万葉集   図解雑学絵と文章
でわかりやすい！     

中西進／監修 ナツメ社 2011 書庫 W2/230/

205
万葉集の歴史  日本人が歌によって築
いた原初のヒストリー      

辰巳正明／著
［笠間書院（発
売）］

2011 書庫 W2/233/

206
万葉歌みじかものがたり １ 一億人のた
めの万葉集   歴史編   

中村博／著 ＪＤＣ出版 2012 書庫 W2/235/

207 万葉集ハンドブック         多田一臣／編 三省堂 1999 書庫 W203/27/

208
万葉の歌人たち  秀歌のしらべと言葉の
力 ＮＨＫライブラリー     

岡野弘彦／著
日本放送出版協
会

2005 書庫 W22/118/

209 女帝たちの万葉集         筑紫磐井／著 角川学芸出版 2010 書庫 W22/129/

210 よみがえる万葉人         永井路子／著 読売新聞社 1990 書庫 W22/72/

211 われ恋ひめやも  万葉の恋人たち       吉野正美／文 偕成社 1997 書庫 W22/91/

212 万葉名歌         土屋文明／著 アートデイズ 2001 書庫 W23/63/

213 傍注万葉秀歌選 １        中西進／著 四季社 2003 書庫 W23/64/1

214 傍注万葉秀歌選 ２        中西進／著 四季社 2003 書庫 W23/64/2

215 傍注万葉秀歌選 ３        中西進／著 四季社 2003 書庫 W23/64/3

216 英語でよむ万葉集   岩波新書新赤版 リービ英雄／著 岩波書店 2004 書庫 W23/66/

217
音感万葉集   はなわ新書美夫君志リブ
レ  

近藤信義／著 塙書房 2010 書庫 W23/70/

218 私の万葉集 １  講談社現代新書      大岡信／著 講談社 1993 書庫 W24/11/1

219 私の万葉集 ２  講談社現代新書      大岡信／著 講談社 1994 書庫 W24/11/2

220 私の万葉集 ３  講談社現代新書      大岡信／著 講談社 1995 書庫 W24/11/3



221 私の万葉集 ４  講談社現代新書      大岡信／著 講談社 1997 書庫 W24/11/4

222 私の万葉集 ５  講談社現代新書      大岡信／著 講談社 1998 書庫 W24/11/5

223 万葉秀歌鑑賞         山本健吉／著 飯塚書店 2009 書庫 W24/14/

224 万葉語源  文学と語学をつなぐ       吉田金彦／著 創拓社 1991 書庫 W24/6/

225 万葉の花ごよみ         田中澄江／著 ぎょうせい 1990 書庫 W26/56/

226
万葉の花・恋の歌   Ｓｈｏｉｎｃｕｌｔｕｒｅｂｏｏｋ
ｓ 

山口真澄／写真 京都書院 1993 書庫 W26/57/

227 花の万葉秀歌         熊田達夫／写真 山と溪谷社 1995 書庫 W26/59/

228 万葉集地名歌総覧         樋口和也／著 近代文芸社 1996 書庫 W26/61/

229
万葉の道  旅と絵でたどる日本人の原風
景を求めて      

永井郁／著 日本教文社 1997 書庫 W26/62/

230 埋もれた万葉の地名         吉田金彦／著 東京堂出版 1998 書庫 W26/66/

231
万葉スケッチ歩き  心に響く歌と風景     
 

富田利雄／絵と文 日貿出版社 2000 書庫 W26/68/

232 万葉散策   とんぼの本      橋本哲二／著 新潮社 1999 書庫 W26/69/

233
花のミレニアム万葉集  花の心・万葉の
心

関根信威／著 ぎょうせい 2000 書庫 W26/70/

234
犬養孝と万葉を歩く   別冊太陽日本の
こころ     

全国万葉協会／編 平凡社 2001 書庫 W26/71/

235 万葉の動物たち         宮地たか／著 渓水社 2001 書庫 W26/72/

236 万葉の樹木さんぽ  古代文学樹木誌 井上俊／著 羽衣出版 2002 書庫 W26/73/

237
万葉体感紀行  飛鳥・藤原・平城の三都
物語      

上野誠／著 小学館 2004 書庫 W26/76/

238 あかねさす紫野  万葉集恋歌の世界 樋口百合子／著 世界思想社 2005 書庫 W26/78/

239
犬養孝揮毫の万葉歌碑探訪   和泉選
書 

犬養孝／著 和泉書院 2007 書庫 W26/79/

240
よみがえる万葉大和路  平城遷都１３００
年記念出版     

中西進／［著］
ランダムハウス講
談社

2010 書庫 W26/80/

241 恋する万葉植物         伊東ひとみ／文
光村推古書院（発
売）

2010 書庫 W26/81/

242 万葉の歌碑を訪ねて         鈴木恒男／著 アムリタ書房 1987 書庫 W2/94/

243 万葉のふるさと  文芸と歴史風土 新版 稲垣富夫／著 右文書院 1987 書庫 W2/95/

244
現代の日本画家５０人　万葉歌を描く
奈良県立万葉文化館所蔵

奈良県万葉文化振興
財団／編集・制作

奈良県 2003 書庫 T721/193/  

🌸　奈良時代と天平文化
書名 著者 出版社 出版年 場所 請求記号

245
天平に華咲く「古典文化」  「やまとごこ
ろ」とは何か続 ＭＩＮＥＲＶＡ歴史・文化ラ
イブラリー

田中英道／著 ミネルヴァ書房 2016 一般開架 121/189/2

246 日本の歴史 ０４    平城京と木簡の世紀 講談社 2001 一般開架 210.1/324/4

247 日本の歴史 ３    律令国家と万葉びと    小学館 2008 一般開架 210.1/344/3

248
日本古代の歴史 ３    奈良の都と天平文
化

佐藤信／企画編集委
員

吉川弘文館 2013 一般開架 210.3/1032/3

249
聖武天皇と紫香楽宮   日本歴史私の最
新講義

栄原永遠男／著 敬文舎 2014 一般開架 210.35/119/

250 若い人に語る奈良時代の歴史         寺崎保広／著 吉川弘文館 2013 一般開架 210.35/120/

251
平城京の住宅事情  貴族はどこに住ん
だのか 歴史文化ライブラリー

近江俊秀／著 吉川弘文館 2015 一般開架 210.35/121/



252
天皇側近たちの奈良時代   歴史文化ラ
イブラリー

十川陽一／著 吉川弘文館 2017 一般開架 210.35/124/

253 古代の東国 ２    坂東の成立    吉川弘文館 2017 一般開架 213/974/2

254
「和の食」全史  縄文から現代まで長寿
国・日本の恵み      

永山久夫／著 河出書房新社 2017 一般開架 383.8/843/

255
原色日本の美術 ３    奈良の寺院と天平
彫刻 改訂第３版  

小学館 2000 一般開架 708/212/3

256 よみがえる天平文様         藤野千代／著
光村推古書院（発
売）

2012 一般開架 727/382/

257
天平グレート・ジャーニー  遣唐使・平群
広成の数奇な冒険      

上野誠／著 講談社 2012 一般開架 F/ｳﾏ/

258 キサキの大仏         奥山景布子／著 中央公論新社 2012 一般開架 F/ｵｷ/

259 天平の女帝孝謙称徳         玉岡かおる／著 新潮社（発売） 2015 一般開架 F/ﾀｶ/

260
新・日本の歴史１国の成り立ちと仏教伝
来

大角修／著 小峰書店 2015 一般開架 J21/230/1

261 阿修羅を究める         興福寺／監修 小学館 2001 書庫 186.8/127/

262 天平期の僧侶と天皇  僧道鏡試論       根本誠二／著 岩田書院 2003 書庫 188.2/47/

263 日本の時代史 ４    律令国家と天平文化
石上英一／〔ほか〕企
画編集委員

吉川弘文館 2002 書庫 210.1/328/4

264 日本史講座 第２巻    律令国家の展開 歴史学研究会／編 東京大学出版会 2004 書庫 210.1/331/2

265
史跡で読む日本の歴史 ４    奈良の都と
地方社会   

吉川弘文館 2010 書庫 210.1/352/4

266
ＮＨＫさかのぼり日本史 １０    “都”がつ
くる古代国家   

［ＮＨＫ出版（発
売）］

2012 書庫 210.1/360/10

267
ＮＨＫさかのぼり日本史 外交篇９    平
安・奈良外交から貿易への大転換   

［ＮＨＫ出版（発
売）］

2013 書庫 210.1/365/9

268 出土史料の古代史         佐藤信／著 東京大学出版会 2002 書庫 210.2/428/

269 直木孝次郎古代を語る １３ 奈良の都 直木孝次郎／著 吉川弘文館 2009 書庫 210.3/916/13

270 古代史の謎を攻略する 奈良時代篇 松尾光／著 笠間書院 2009 書庫 210.3/944/2

271 古代の都 ２ 平城京の時代    吉川弘文館 2010 書庫 210.3/961/2

272
遣唐使船の時代  時空を駆けた超人た
ち 角川選書     

遣唐使船再現シンポジ
ウム／編

角川学芸出版 2010 書庫 210.3/968/

273
平城京の時代（岩波新書新赤版シリー
ズ日本古代史）    

坂上康俊／著 岩波書店 2011 書庫 210.3/986/4

274 飛鳥古京・藤原京・平城京の謎         寺沢竜／著 草思社 2003 書庫 210.33/62/

275 白鳳・天平の時代         青木和夫／著 吉川弘文館 2003 書庫 210.34/38/

276
天平びとの声をきく  地下の正倉院・平
城宮木簡のすべて      

奈良文化財研究所／
編

奈良文化財研究
所

2010 書庫 210.35/100/

277 平城京時代の人びとと政争 つばら選書  木本好信／著 つばら 2010 書庫 210.35/101/

278 正倉院文書入門   角川叢書      栄原永遠男／著 角川学芸出版 2011 書庫 210.35/108/

279
歴史のなかの大地動乱  奈良・平安の地
震と天皇 岩波新書新赤版

保立道久／著 岩波書店 2012 書庫 210.35/112/

280 天平の都紫香楽  その実像を求めて
〈天平の都紫香楽〉刊
行委員会／編集

ナカニシヤ出版 1997 書庫 210.35/51/

281 鬼の帝聖武天皇         関裕二／著 三一書房 1998 書庫 210.35/53/

282
奈良朝の政変劇  皇親たちの悲劇 歴史
文化ライブラリー     

倉本一宏／著 吉川弘文館 1998 書庫 210.35/57/

283 彷徨の王権聖武天皇   角川選書      遠山美都男／著 角川書店 1999 書庫 210.35/59/

284 奈良時代の史料と社会         滝音能之／著 岩田書院 1999 書庫 210.35/61/



285 続日本紀の世界  奈良時代への招待  中村修也／編著 思文閣出版 1999 書庫 210.35/62/

286
争乱と謀略の平城京  称徳女帝と怪僧・
道鏡の時代      

小林惠子／著 文芸春秋 2002 書庫 210.35/72/

287 奈良時代の人びとと政争         木本好信／著 おうふう 2003 書庫 210.35/75/

288 女帝の世紀  皇位継承と政争 角川選書 仁藤敦史／著 角川学芸出版 2006 書庫 210.35/82/

289
民衆の古代史  『日本霊異記』に見るもう
一つの古代      

吉田一彦／著 風媒社 2006 書庫 210.35/84/

290
平城京の風景  人物と史跡でたどる青丹
よし奈良の都 古代の三都を歩く     

千田稔／著 文英堂 2005 書庫 210.35/86/

291
古代の皇位継承  天武系皇統は実在し
たか 歴史文化ライブラリー     

遠山美都男／著 吉川弘文館 2007 書庫 210.35/87/

292 万葉時代の人びとと政争         木本好信／著 おうふう 2008 書庫 210.35/88/

293
平城京全史解読  正史・続日本紀が語
る意外な史実 学研新書     

大角修／著 学研 2009 書庫 210.35/89/

294
奈良貴族の時代史  長屋王家木簡と北
宮王家 講談社選書メチエ     

森公章／著 講談社 2009 書庫 210.35/90/

295
奈良の都  その光と影 歴史文化セレク
ション     

笹山晴生／著 吉川弘文館 2010 書庫 210.35/92/

296
平城京に暮らす  天平びとの泣き笑い 
歴史文化ライブラリー

馬場基／著 吉川弘文館 2010 書庫 210.35/93/

297
人物で読む平城京の歴史  遷都１３００
年  

河合敦／著 講談社 2010 書庫 210.35/95/

298
正倉院文書の世界  よみがえる天平の
時代 中公新書

丸山裕美子／著 中央公論新社 2010 書庫 210.35/97/

299 平城京を歩く  奈良朝の面影を求めて 森郁夫／著 淡交社 2010 書庫 210.35/99/

300
帝王聖武  天平の勁き皇帝 講談社選書
メチエ     

滝浪貞子／著 講談社 2000 書庫 288.4/448/

301
天平の三姉妹  聖武皇女の矜持と悲劇 
中公新書

遠山美都男／著 中央公論新社 2010 書庫 288.4/617/

302
古代の寺院を復元する   Ｇａｋｋｅｎｇｒａｐ
ｈｉｃｂｏｏｋｓｄｅｌｕｘｅ復元するシリーズ     

鈴木嘉吉／監修 学研 2002 書庫 521.2/28/

303
正倉院の至宝  宝物殿に眠る歴史の謎 
プレイブックスインテリジェンス     

長沢和俊／著 青春出版社 2003 書庫 702.1/323/

304
もっと知りたい東大寺の歴史   アート・ビ
ギナーズ・コレクション     

筒井寛昭／著 東京美術 2010 書庫 702.1/423/

305
よみがえる正倉院宝物  －再現された天
平の技－      

宮内庁正倉院事務
所，朝日新聞社／編

朝日新聞大阪本
社企画部

1999 書庫 708/168/

306 正倉院への道  天平の至宝       米田雄介／〔ほか〕著 雄山閣出版 1999 書庫 709/210/

307
天平の阿修羅再び  仏像修理４０年・松
永忠興の仕事 Ｂ＆Ｔブックス     

松永忠興／［述］ 日刊工業新聞社 2011 書庫 718/267/

308 藤原薬子の乱幻想         安永明子／著 新人物往来社 2008 書庫 F/ﾔｱ/

309 井上皇后悲歌  平城京の終焉       安永明子／著 新人物往来社 2003 書庫 F/ﾔｱ/

310 天平冥所図会         山之口洋／著 文芸春秋 2007 書庫 F/ﾔﾖ/

311
万葉体感紀行  飛鳥・藤原・平城の三都
物語      

上野誠／著 小学館 2004 書庫 W26/76/

312 古代越中の万葉料理         経沢信弘／著 桂書房 2017 とやまの本 T380/151/

🌸　展示ケースの資料と活字本
書名 製作者 出版社 年代 場所 請求記号

展示
ケース 曽理能綱手 岡崎乙彦／著 明治2年 前田文書 前－156

活字本 曽理乃綱手 岡崎乙彦／著 氷見郷土顕揚会 1936 書庫 T911.2/18/

展示
ケース 万葉集草木図譜  上巻 ，下巻 五十嵐和絃／著 1922 貴重書 T021/113/1，2


