
請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

051-37-15
官衙地域の調査 [1] (奈良国立文化財研究所学報:第15冊,
第17冊. 平城宮発掘調査報告:2, 4)

奈良国立文化財研究所編 奈良国立文化財研究所 1962-1966

051-37-16
内裏地域の調査 [1] (奈良国立文化財研究所学報:第16冊,
第50冊. 平城宮発掘調査報告:3, 13)

奈良国立文化財研究所編 奈良国立文化財研究所 1963-

051-37-17
官衙地域の調査 2 (奈良国立文化財研究所学報:第15冊,
第17冊. 平城宮発掘調査報告:2, 4)

奈良国立文化財研究所編 奈良国立文化財研究所 1962-1966

069-7-11 飛鳥の水時計 (飛鳥資料館図録:第11冊) 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1983

069-7-15 飛鳥寺 (飛鳥資料館図録:第15冊) 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1986

069-7-16 飛鳥の石造物 (飛鳥資料館図録:第16冊)
奈良国立文化財研究所飛鳥資料館
〔編〕

奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1986

069-90-13
藤原宮 : 半世紀にわたる調査と研究 (飛鳥資料館図録:第
13冊)

奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1984

069-90-18 壬申の乱 (飛鳥資料館図録:第18冊) 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1987

069-90-25 飛鳥の源流 (飛鳥資料館図録:第25冊) 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館[編]
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1991

069-90-26 飛鳥の工房 (飛鳥資料館図録:第26冊) 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館[編]
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1992

069-90-28 蘇我三代 (飛鳥資料館図録:第28冊) 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館[編]
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1995

069-90-29 斉明紀 (飛鳥資料館図録:第29冊)
奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

1996

071-29-1 日新記聞 第1号-第11号 (小林写真工業/作成)

「第１回図書館交流展　奈良を旅する」資料リスト
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請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

071-29-2 日新記聞 第12号-第24号 (小林写真工業/作成)

071-29-3 日新記聞 第25号-第36号 (小林写真工業/作成)

175-1 春日大社釣燈籠 近藤知嘉編 八宝堂 1975
175-16 大和の古社 乾健治著 学生社 1976
175.965-
11-N

秘儀開封春日大社 : 生きている正倉院 大塚清吾写真 角川書店 1995

175.965-13 大神神社 改訂新版 中山和敬著 学生社 1999
175.965-41 大神と石上 : 神体山と禁足地 和田萃編 筑摩書房 1988

176.2-27 春日若宮おん祭 第6集(平成2年) 大和芸能懇話会編 春日若宮おん祭保存会 1985

176.2-27 春日若宮おん祭 第12集(平成8年) 大和芸能懇話会編 春日若宮おん祭保存会 1985

185.165-
16-15

薬師寺 (古寺巡礼奈良:15) 大岡信〔ほか〕著 淡交社 1980

185.165-29
奈良・大和の古寺あるき : 古代の歴史・文化・自然を伝える
(通の行く旅)

メディアユニオン編 有楽出版/実業之日本社(発売) 1998

185.9-8-3N 山霊編 (大和古寺探求) 寺尾勇著 有峰書店新社 1988
185.9165-1 飛鳥・天平の華 : 古寺とみ仏

児島建次郎著/入江泰吉, 矢野建彦写
真

同朋舎出版 1995

186.1-27 東大寺お水取り : 二月堂修二会の記録と研究 普及版 堀池春峰著者代表 小学館 1997

188.245-74 法隆寺の謎 高田良信著 小学館 1998
188.35-56 元興寺の歴史 岩城隆利著 吉川弘文館 1999
188.59-35 役行者ものがたり 銭谷武平著 人文書院 1991
188.59-フシ
タ-2005

熊野、修験の道を往く : 「大峯奥駈」完全踏破 藤田庄市写真・文 淡交社 2006

188.595-キ
ンフ-2004

金峯山寺史 首藤善樹著
総本山金峯山寺/国書刊行会
(発売)

2004

210.02-46-
1

奈良北部 (日本の古代遺跡:4) 前園実知雄, 中井一夫共著 保育社 1982

210.02-46-
2

奈良中部 (日本の古代遺跡:5) 寺沢薫, 千賀久共著 保育社 1984

210.02-46-
3

奈良南部 (日本の古代遺跡:6) 伊藤勇輔, 楠元哲夫著 保育社 1985

210.02-46-
4

奈良飛鳥 (日本の古代遺跡:7) 菅谷文則, 竹田正則共著 保育社 1995

210.02-
651-22

藤原宮跡・藤原京跡・大藤原京跡・国分寺跡 (橿原市埋蔵文化財
調査概要:22. 橿原市埋蔵文化財発掘調査概報:平成16年度)

橿原市教育委員会 2005
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請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

210.02-
709-2.1

斑鳩藤ノ木古墳 : 第二・三次調査報告書 調査報告篇・考察
篇・図版篇

奈良県立橿原考古学研究所編 奈良県立橿原考古学研究所 1993

210.02-
709-2.2

斑鳩藤ノ木古墳 : 第二・三次調査報告書 分析と技術篇 奈良県立橿原考古学研究所編 奈良県立橿原考古学研究所 1993

210.02-オオ
ヤ-2004

オオヤマト古墳群と古代王権
オオヤマト古墳群シンポジウム実行委
員会編

青木書店 2005

210.3-クラ
ニ-2005

聖徳太子と法隆寺の謎 : 交差する飛鳥時代と奈良時代 倉西裕子著 平凡社 2005

210.3-シワ
ニ-1

日本人はどこから来たか : 日本文化の深層 (史話日本の古
代:1)

埴原和郎編 作品社 2004

210.3-シワ
ニ-2

謎につつまれた邪馬台国 : 倭人の戦い (史話日本の古
代:2)

直木孝次郎編 作品社 2003

210.3-シワ
ニ-3

ヤマト王権のあけぼの : 古代国家の起源と神話 (史話日本
の古代:3)

上田正昭編 作品社 2003

210.3-シワ
ニ-4

巨大古墳を造る : 倭王の誕生 (史話日本の古代:4) 大塚初重編 作品社 2003

210.3-シワ
ニ-5

聖徳太子伝説 : 斑鳩の正体 (史話日本の古代:5) 和田萃編 作品社 2004

210.3-シワ
ニ-6

大化の改新と壬申の乱 : 古代天皇制の成立 (史話日本の
古代:6)

平野邦雄編 作品社 2003

210.3-シワ
ニ-7

万葉びとの心と暮らし : 仏教文化の開花 (史話日本の古
代:7)

中西進編 作品社 2004

210.3-シワ
ニ-8

平安京の光と闇 : 貴族社会の実像 (史話日本の古代:8) 村井康彦編 作品社 2004

210.33-48 飛鳥藤原京 (研究史) 八木充著 吉川弘文館 1996

210.35-90
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 1998

210.35-ナラ
ケ-2001

平城京 : その歴史と文化 : 平城遷都一三〇〇年
奈良県, 平城遷都一三〇〇年記念二〇一〇
年委員会編/樋口隆康[ほか]監修 小学館 2001

216.5-212 奈良のあゆみ 改訂新修 木村博一著 奈良市 1996
216.5-218 奈良 (日本歴史叢書:3) 永島福太郎著 吉川弘文館 1963

216.5-235
ふるさとの人と知恵奈良 (人づくり風土記 : 全国の伝承江戸
時代 : 聞き書きによる知恵シリーズ:29)

石川松太郎, 稲垣史生, 加藤秀俊編纂/
廣吉壽彦[ほか]執筆

農山漁村文化協会 1998

216.5-251 奈良県の歴史 [新版] (県史:29) 和田萃[ほか]著 山川出版社 2003
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請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

216.5-318 寺内町今井 橿原市教育委員会編 橿原市教育委員会 1973

216.5-439-
1

地理 : 地域史・景観 (奈良県史:第1巻) 藤田佳久編 名著出版 1985

216.5-439-
2

動物・植物 (奈良県史:第2巻)
菅沼孝之, 御勢久右衛門, 岩田重
夫編

名著出版 1990

216.5-439-
3

考古 (奈良県史:第3巻) 木村芳一, 小泉俊夫著 名著出版 1990

216.5-439-
4

条里制 (奈良県史:第4巻) 木村芳一編者代表 名著出版 1987

216.5-165-
5

神社 (奈良県史:第5巻) 池田源太, 宮坂敏和編 名著出版 1990

216.5-439-
6

寺院 (奈良県史:第6巻) 岩城隆利, 大矢良哲編 名著出版 1992

216.5-439-7 石造美術 (奈良県史:第7巻) 清水俊明編 名著出版 1984

216.5-439-
8

建築 (奈良県史:第8巻) 奈良県史編集委員会編集/櫻井敏雄編 名著出版 1998

216.5-439-9 文学 : 風土と文学 (奈良県史:第9巻) 黒沢幸三編 名著出版 1985
216.5-439-
10

荘園 : 大和国荘園の研究 (奈良県史:第10巻) 朝倉弘著 名著出版 1985

216.5-439-
11

大和武士 (奈良県史:第11巻) 朝倉弘著 名著出版 1994

216.5-439-
12

大和の伝承文化 〔正〕 (奈良県史:第12,13巻. 民俗:上,下) 岩井宏實編 名著出版 1986-1988

216.5-439-
13

大和の伝承文化 続 (奈良県史:第12,13巻. 民俗:上,下) 岩井宏實編 名著出版 1986-1988

216.5-439-
14

地名 : 地名伝承の研究 (奈良県史:第14巻) 池田末則著 名著出版 1985

216.5-439-
15

美術工芸 : 奈良県美術工芸総覧 (奈良県史:第15巻) 河原由雄, 高山暹治編 名著出版 1987

216.5-439-
16

金石文 上 (奈良県史:第16,17巻) 土井実編 名著出版 1985-1987

216.5-439-
17

金石文 下 (奈良県史:第16,17巻) 土井実編 名著出版 1985-1987

216.5-439-
18

史料総覧・索引 (奈良県史:第18巻) 奈良県史編集委員会編集 名著出版 2000

216.5-492 吉野 : その歴史と伝承 宮坂敏和著 名著出版 1990

216.5-515 目で見る橿原・高市の100年 : 橿原市・明日香村・高取町 郷土出版社 1993
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請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

216.5-516
目で見る大和郡山・生駒の100年 : 大和郡山市・生駒市・生
駒郡

郷土出版社 1993

216.5-517 目で見る奈良市の100年 : 奈良市・添上郡月ケ瀬村 安彦勘吾監修 郷土出版社 1994

216.5-534 奈良まちを歩く 土井實著 世界建築博覧会協会 1995

216.5-553 奈良県・和歌山県の不思議事典 大宮守友, 小山誉城編 新人物往来社 1998

216.5-アラ
イ-2006

目で見る五條・吉野の100年 郷土出版社 2006

291.56-ヒカ
ミ-2003

台高の沢 (関西の沢登り:1) 樋上嘉秀著 ナカニシヤ出版 2004

291.65-270 斑鳩藤ノ木古墳 奈良県立橿原考古学研究所編 斑鳩町教育委員会 1986

291.65-
309-1N

奈良県の歴史散歩 新版 上 (新全国歴史散歩シリーズ:29) 奈良県歴史学会編 山川出版社 1994

291.65-
309-2N

奈良県の歴史散歩 新版 下 (新全国歴史散歩シリーズ:29) 奈良県歴史学会編 山川出版社 1994

291.65-
320-N

新吉野紀行 : 吉野路七十二景 桐井雅行文/川本武司写真 偕成社 1997

291.65-364 奈良の散歩みち 光明正信, 塚本珪一著 山と渓谷社 2002

291.65-372
時代別奈良を歩く : 古代・飛鳥から息づくロマンの道 (ジェ
イ・ガイド:歩く旅シリーズ)

植条則夫著 山と渓谷社 2002

291.65-380 大峰の沢 (関西の沢登り:2) 樋上嘉秀著 ナカニシヤ出版 2004

291.65-558 飛鳥への古道 : 古景巡礼 (風土と歴史をあるく) 千田稔著 そしえて 1984

291.65-587 大和の古道 田中真知郎写真/前登志夫文 講談社 1986

291.65-
594-6

当麻・御所・河内飛鳥・葛城古道 (遊歩:vol.6) 十人会著/藤田浩撮影
編集工房あゆみ/日本教育研究
センター(発売)

1989

291.65-697 大和名所圖會 (版本地誌大系:3) 秋里籬島著 臨川書店 1995

291.65-699 天河 改訂 林屋辰三郎〔ほか〕著 平凡社 1995

291.65-715 新吉野路温泉紀行 : 吉野路とその周辺 樋口昌徳〔著〕 樋口昌徳 1996

291.65-720 桜井風土記 栢木喜一著 桜井市 1996
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請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

291.65-727 奈良花の名所12カ月 (ジェイ・ガイド:ホリデー) 中島史子編 山と渓谷社 1997

291.65-747 奈良謎とき散歩 : 万葉人の息吹と古代のロマンを訪ねて 吉田甦子著 廣済堂出版 [1998]

291.65-751 桜井ふるさと散歩 : 記紀万葉 米田一郎著 ビレッジプレス 1999
291.65-カミ
カ-2002

太子道 : 聖徳太子の道を往く 上方史蹟散策の会著 向陽書房 2003

291.65-コイ
ス-2002

新大和の温泉 : ぶらり天然の湯 小泉泰一著 奈良新聞社 2002

291.65-コシ
マ

奈良県の山 (新・分県登山ガイド:28) 小島誠孝著 山と渓谷社 2004

291.65-ナラ
ケ-2000

飛鳥散歩24コース
奈良県高等学校教科等研究会歴史部
会編

山川出版社 2001

291.65-ナラ
ケ-2000

斑鳩散歩24コース
奈良県高等学校教科等研究会歴史部
会編

山川出版社 2001

291.65-ナラ
ケ-2004

奈良百遊山 : 健康づくり50選 奈良県福祉部健康増進課企画・編集 奈良県福祉部健康増進課 2004

291.65-ニツ
ホ-2004

奈良・大和路 (にっぽんの旅:14) 昭文社 2005

291.65-フシ
モ-2003

奈良をたずねる (歴史と文化の町たんけん:1) 藤森陽子編著 あすなろ書房 2003

291.65-マス
オ-2003

奈良の昔話 奈良町編 増尾正子著/まほろば出版局編集 ブレーンセンター 2003

291.65-マス
オ-2004

奈良の昔話 奈良町を支えた里編 増尾正子著/まほろば出版局編集 ブレーンセンター 2004

291.65-モリ
サ-2002

奈良80山 森沢義信著 青山社 2003

291.65-ヤマ
ト-2002

吉野・大峯の古道を歩く (ジェイ・ガイド. 歩く旅シリーズ) 山と溪谷社大阪支局編 山と溪谷社 2002

38538-42 大和の祭り
入江泰吉写真/前川佐美雄歌/山田熊
夫解説

朝日新聞社 1974

385.8-56 田原本町の年中行事 田原本町教育委員会 1984

388.1-81-75 奈良の民話 (日本の民話:75) 松本俊吉編 未来社 1981

388.165-4 奈良の伝説 (日本の伝説:13) 岩井宏実, 花岡大学著 角川書店 1976

6



請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

388.165-14 奈良県の民話 (県別ふるさとの民話:14) 日本児童文学者協会編 偕成社 1980

388.165-27 奈良の伝説 奈良の伝説研究会編 日本標準 1981

388.165-ノ
ムラ-2005

奈良・大阪 : やまと・なにわの昔語り (ふるさとお話の旅:8) 大西登貴子編/谷川ひろみつさし絵 星の環会 2005

521-6-103 重要文化財東大寺二月堂参篭所修理工事報告書 奈良県文化財保存事務所編 奈良県教育委員会 1985

521.81-フシ
イ-2005

東大寺南大門史及昭和修理要録 (国宝・重要文化財建造物修理工
事報告書集成 : 戦前期:第0-B巻 特別) (Bunseishoin digital library)

文生書院 2005

521.81-マツ
タ-2001

室生寺五重塔千二百年の生命 松田敏行著 祥伝社 2001

521.825-フ
ンカ-1999

平城宮朱雀門復原工事の記録 文化財建造物保存技術協会編 文化財建造物保存技術協会 1999

521.86-2 今井の町並み 渡辺定夫編著 同朋舎出版 1994
585.6-1 大和吉野の紙 久米康生著 雄松堂出版 1986

606.7-97 奈良県100年 : 記念事業報告書 奈良県編 奈良県 1989

650.2-45 吉野林業地帯 藤田佳久著 古今書院 1999
702.17-タカ
ワ-2004

興福寺のすべて : 歴史 教え 美術 多川俊映, 金子啓明編 小学館 2004

702.19-1-1 法隆寺 (古寺巡礼奈良:1) 伊藤桂一[ほか]著 淡交社 1979

702.19-1-2 円成寺 (古寺巡礼奈良:2) 宇佐見英治[ほか]著 淡交社 1979

702.19-1-3 法華寺 (古寺巡礼奈良:3) 杉本苑子[ほか]著 淡交社 1979

702.19-1-4 新薬師寺 (古寺巡礼奈良:4) 杉本秀太郎[ほか]著 淡交社 1979

702.19-1-5 般若寺 (古寺巡礼奈良:5) 杉浦明平[ほか]著 淡交社 1980

702.19-1-6 元興寺 (古寺巡礼奈良:6) 野口武彦[ほか]著 淡交社 1980

702.19-1-7 当麻寺 (古寺巡礼奈良:7) 富岡多恵子[ほか]著 淡交社 1980

702.19-1-8 西大寺 (古寺巡礼奈良:8) 梅原猛[ほか]著 淡交社 1980
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請求記号 書　　　　名 著編者名 出版者 発行年

702.19-1-9 唐招提寺 (古寺巡礼奈良:9) 井上靖[ほか]著 淡交社 1980

702.19-1-
10

室生寺 (古寺巡礼奈良:10) 田中澄江[ほか]著 淡交社 1979

702.19-1-
11

興福寺 (古寺巡礼奈良:11) 大原富枝[ほか]著 淡交社 1979

702.19-1-
12

霊山寺 (古寺巡礼奈良:12) 田辺聖子[ほか]著 淡交社 1979

702.19-1-
13

長谷寺 (古寺巡礼奈良:13) 竹西寛子〔ほか〕著 淡交社 1980

702.19-1-
14

東大寺 (古寺巡礼奈良:14) 足立巻一[ほか]著 淡交社 1980

702.19-1-
16

松尾寺 (古寺巡礼奈良:16) 松本章男[ほか]著 淡交社 1980

709-36 奈良県の文化財 増補改訂版 奈良県教育委員会文化財保存課編 奈良県観光新聞社 1987

709-48 大峯奥駈道調査報告書 (奈良県歴史の道調査) 奈良県教育委員会編 奈良県教育委員会 2002

709-49 熊野古道小辺路調査報告書 (奈良県歴史の道調査) 奈良県教育委員会編 奈良県教育委員会 2002

709-125-6 生駒の年中行事 (生駒市文化財調査報告書:第6集) 生駒市教育委員会[編] 生駒市教育委員会 1987

709.1-4-1 正倉院宝物 増補改訂 北倉 正倉院事務所編 朝日新聞社 1987-1989

709.1-4-2 正倉院宝物 増補改訂 中倉 正倉院事務所編 朝日新聞社 1987-1989

709.1-4-3 正倉院宝物 増補改訂 南倉 正倉院事務所編 朝日新聞社 1987-1989

709.1-11 奈良県の文化財地図帳 奈良県教育委員会編 奈良県教育委員会 1990

709.1-18-1 東大寺南大門国宝木造金剛力士立像修理報告書 本文篇
文化庁文化財保護部美術工芸課, 奈良県教
育委員会事務局文化財保存課編 東大寺 1993

709.1-18-2 東大寺南大門国宝木造金剛力士立像修理報告書 図面篇
文化庁文化財保護部美術工芸課, 奈良県教
育委員会事務局文化財保存課編 東大寺 1993
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709.165-ナ
ラシ-2002

柳生の文化財 奈良市教育委員会文化財課編 奈良市教育委員会 2002

709.7-18-3 東大寺南大門国宝木造金剛力士立像修理報告書 図版篇
文化庁文化財保護部美術工芸課, 奈良県教
育委員会事務局文化財保存課編 東大寺 1993

740.2-24 入江泰吉自伝 : 「大和路」に魅せられて 入江泰吉著 佼正出版社 1993

740.21-2 入江泰吉の奈良 (とんぼの本) 入江泰吉〔ほか〕著 新潮社 1993

748-7-1 平城京 (入江泰吉大和路巡礼:1) 入江泰吉著/第一アートセンター編集 集英社 1986

748-7-2 飛鳥・葛城古道 (入江泰吉大和路巡礼:2) 入江泰吉著/第一アートセンター編集 集英社 1986

748-7-3 山の辺古道・室生 (入江泰吉大和路巡礼:3) 入江泰吉著/第一アートセンター編集 集英社 1986

748-7-4 佐保路 (入江泰吉大和路巡礼:4) 入江泰吉著/第一アートセンター編集 集英社 1985

748-7-5 西の京 (入江泰吉大和路巡礼:5) 入江泰吉著/第一アートセンター編集 集英社 1986

748-14 四季の大峯 (山と渓谷社 my books) 疋田勉写真・文 疋田勉 1988
748-19 生駒光景 井上博道写真 生駒市 1991
748-32 長谷寺の四季 : 矢野建彦写真集 矢野建彦著 東方出版 2003

748-45 四季大和路 続 (現代日本写真全集 : 日本の心:第2巻) 入江泰吉著 集英社 1981

748-55 大和路有情 入江泰吉著 保育社 1980

748-76 春日大社 : 豪華写真集 田中真知郎撮影 大阪書籍 1985

748-77-6 斑鳩の里 (入江泰吉大和路巡礼:6) 入江泰吉著/第一アートセンター編集 集英社 1986

748-100 葛城の道 井上企画・幡編/井上博道写真 御所市 1988

748-108-5 室生寺 (土門拳の古寺巡礼:第5巻) 土門拳著 小学館 1990
748-169 吉野春秋 : 前田真三写真集 前田真三著 講談社 1994
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748-170 うつろいの大和 : 入江泰吉作品と今 朝日新聞奈良支局編 かもがわ出版 1994

748-182 炎の里阿騎野 : 吉田春秋写真集 吉田春秋写真/東祥高音楽 新潮社 1993

748-187 大台ケ原原生林 : 稲川米雄写真集 稲川米雄著 東方出版 1994

748-197 邂逅 : 入江泰吉仏像写真の世界 入江泰吉著 近畿日本ツーリスト 1996

748-243 奈良高山茶筌の里 (Suiko books) 大塚武和著 光村推古書院 1997
748-245-1 飛鳥 (Suiko books:055. 奈良万葉:1) 光村推古書院 1999
748-245-2 山の辺 (Suiko books:056. 奈良万葉:2) 井上博道著 光村推古書院 1999

748-245-3 吉野・宇陀・室生 (Suiko books:057. 奈良万葉:3) 井上博道著 光村推古書院 1999

748-245-4 葛城・生駒・竜田 (Suiko books:058. 奈良万葉:4) 井上博道著 光村推古書院 2000

748-245-5 平城京 西 (Suiko books:059,060. 奈良万葉:5,6) 井上博道著 光村推古書院 1998-1998

748-245-6 平城京 東 (Suiko books:059,060. 奈良万葉:5,6) 井上博道著 光村推古書院 1998-1998

748-246
旅奈良大和路古道 (京都書院アーツコレクション:126. 歴
史:3)

西岡比古司写真・文 京都書院 1999

748-イナカ-
2003

大台ケ原の四季 : 稲川米雄写真集 稲川米雄著 東方出版 2004

748-ウエタ-
2001

炎(かぎろひ)と雲海 : 上田安彦写真集 上田安彦著 光村推古書院 2002

748-ウメモ-
2001

奥吉野 : 山河悠久 : 梅本隆写真集 梅本隆著/竹内敏信監修 出版芸術社 2002

748-オオツ
-2000

山麓季行 : 金剛生駒紀泉国定公園 (Suiko books:085) 大塚武和[写真] 光村推古書院 2000

748-サトウ-
2002

赤目四十八滝の四季 : 佐藤政宏写真集 佐藤政宏著 東方出版 2003

748-スキタ-
1998

魅せられて大和葛城の里 : 杉田幸作写真集 杉田幸作著 日本写真企画 1998

748-ススキ
-2004

熊野への道 鈴木留夫著 新風舎 2004

748-ツハキ
-2000

竹内街道・當麻路 : 椿本九美夫写真集 椿本九美夫著 日本写真企画 2000

748-ナカフ-
2002

葛城の辺(ほとり) : 中藤譲写真集 中藤譲著 東方出版 2002

748-ハヤツ
-2004

四季十津川 : 紀伊山地十津川村の自然 : 早津忠保写真集 早津忠保写真 光村推古書院 2005
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748-マキノ-
2002

大和路四季山水 : 牧野貞之写真集 牧野貞之著 小学館 2003

748-ヤノタ-
2005

室生の四季 : 矢野建彦写真集 矢野建彦著 東方出版 2006

748-ヤマモ
-2004

四季・大台ケ原 : 魅せられし山 : 山本治之写真集 山本治之著 光村推古書院 2004

750.21-18 ならの工芸 : 四方山ばなし 奈良県工芸協会[編] 奈良県工芸協会 1989

750.21-23-
5

鹿角細工 (伝統産業技術保存記録) 奈良県商工観光館[編] 奈良県商工観光館 [1982]

750.21-23-
6

吉野紙 : 漆濾紙 (伝統産業技術保存記録) 奈良県商工観光館[編] 奈良県商工観光館 [1983]

750.21-23-
9

吉野の曲物 (伝統産業技術保存記録) 奈良県商工観光館[編] 奈良県商工観光館 [1986]

750.21-23-
17

竹工芸 : 茶杓・柄杓・花入 (伝統産業技術保存記録:; 平成2
年度)

奈良県商工観光館[編] 奈良県商工観光館 1991

750.21-23-
22

奈良人形一刀彫 (伝統産業技術保存記録) 奈良県商工観光館[編] 奈良県商工観光館 1995

750.21-23-
25

奈良筆 (伝統産業技術保存記録:平成8年度) 福本正勝[ほか]編集 奈良県商工観光館 1997

751-1 赤膚焼
大和文化財保存会編/永島福太郎, 高
橋隆博, 村上泰昭執筆

大和文化財保存会 1991

751.1-トミモ
-2006

生誕120年富本憲吉展
[富本憲吉作]/京都国立近代美術館, 朝
日新聞社編集/内山武夫監修

朝日新聞社 2006

751.2-60-1 富本憲吉全集 限定版 1 富本憲吉 [作]/乾由明 [ほか] 編集 小学館 1995

751.2-60-2 富本憲吉全集 限定版 2 富本憲吉 [作]/乾由明 [ほか] 編集 小学館 1995

751.2-60-3 富本憲吉全集 限定版 3 富本憲吉 [作]/乾由明 [ほか] 編集 小学館 1995

751.3-91
赤膚焼 (財団法人大和文化財保存会収蔵品目録:平成7年
度版 陶磁器編)

大和文化財保存会編 大和文化財保存会 1996

751.3-92 一條家領鹿背山焼 春田明著 山城ライオンズクラブ 1993

750.21-25 灯を継ぐ : 今に生きる技 出版編集委員会編集 奈良日日新聞社 1993
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750.216-オ
カモ-2000

大和古物散策 岡本彰夫著 ぺりかん社 2000

756.6-97 月山貞一回顧展 : その技と伝統 奈良県立美術館編 奈良県立美術館 1996

756.8-オカ
モ-2003

大和古物漫遊 岡本彰夫著 ぺりかん社 2003

910.2-109 吉野の文学 (和泉選書:65)
大阪成蹊女子短期大学国文学科研究
室編

和泉書院 1993

910.2-ヤマ
サ-2004

奈良大和路の桜100選 山崎しげ子, 矢野建彦編著 東方出版 2001

911.12-200 大和三山 (記紀万葉の世界) 和田嘉寿男著 桜楓社 1988
911.12-ナカ
ニ-2001

中西進と歩く万葉の大和路 (ウェッジ選書:8) 中西進著 ウェッジ 2001

911.12-ナカ
ニ-2003

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 2004

911.12-アラ
キ-2004

万葉歌の世界 荒木靖生著 海鳥社 2004

911.125-イ
ノマ-2002

万葉集に歌われた草木 猪股靜彌著/大貫茂写真 冬至書房 2002

911.125-イ
リエ-2003

入江泰吉万葉花さんぽ (小学館文庫) 入江泰吉写真/中西進文 小学館 2004
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