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総記

069.7/R98 時空を超えたメッセージ 竜谷の至宝
龍谷大学創立380周年記念書籍編集
委員会編 法蔵館

080/To82/908 北斎 十八世紀の日本美術

エドモン･ド･ゴンクール(1822-
1896)(Edmond de Goncourt)著 ; 隠岐
由紀子(1949-)訳 平凡社

081/C64/2565 大御所徳川家康 幕藩体制はいかに確立したか三鬼清一郎(1935-)著 中央公論新社
081/C64/2569 古関裕而 流行作曲家と激動の昭和 刑部芳則(1977-)著 中央公論新社
081/C64/2568 中国の行動原理 国内潮流が決める国際関係 益尾知佐子(1974-)著 中央公論新社
081/C64/2567 歴史探究のヨーロッパ 修道制を駆逐する啓蒙主義 佐藤彰一(1945-)著 中央公論新社
081/C64/2566 海の地政学 覇権をめぐる400年史 竹田いさみ(1952-)著 中央公論新社

081/C64/2563 持統天皇 壬申の乱の真の勝者
瀧浪貞子(1947-)著 ; 木本久子年表作
成 ; 関根美有地図製作 中央公論新社

081/C64/2564 統計分布を知れば世界が分かる 身長･体重から格差問題まで 松下貢(1943-)著 ; 関根美有イラスト 中央公論新社
081/C64/2562 現代美術史 欧米､日本､トランスナショナ 山本浩貴(1986-)著 中央公論新社

宗教・哲学

150.2/Sh29 ｢悪｣と統治の日本近代 道徳･宗教･監獄教誨 繁田真爾(1980-)著 法蔵館

161.3/I78 宗教と開発の人類学
グローバル化するポスト世俗
主義と開発言説 石森大知, 丹羽典生編 春風社

181.4/Ta59 縁起に基づく無我･生死 武田宏道(1946-)著 永田文昌堂
182.3/F89 六朝随唐仏教展開史 船山徹(1961-)著 法蔵館
182.35/Sa85/2 続宋代仏教史の研究 佐藤成順(1932-2018)著 山喜房仏書林
182.861/B83 釈尊の生涯 佐藤良純(1932-)著 山喜房仏書林
182.861/B83 ブッダと法然 佛教大学仏教学部編 学術図書出版社

183.081/Sh64/C1-7 六祖壇経, 臨済録

法海編 ; 齋藤智寛(1974-)訳註(六祖
壇経) ; 義玄(?-867)述 ; 衣川賢次
(1951-)訳註(臨済録) 大蔵出版

183.52/So36 無量寿経講述 相馬一意(1948-)著 永田文昌堂
186.03/J52/1 覚城院資料の調査と研究. 1 中山一麿編 臨川書店

187.1/H51 京都観音めぐり 洛陽三十三所の寺宝

平成洛陽三十三所観音霊場会, 京都
府京都文化博物館監修 ; 長村祥知
(1982-)編集 勉誠出版

188.145/Ku93
貞慶撰『唯識論尋思鈔』の研究. 仏
道篇 楠淳證(1956-)著 法蔵館

188.441/Ka99 選択註解鈔講述 川添泰信(1949-)著 永田文昌堂
188.44/G34 法然と大乗仏教 平岡聡(1960-)著 法蔵館
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宗教・哲学

188.5281/N23 親鸞改名の研究 豅弘信(ﾅｶﾞﾀﾆ,ﾋﾛﾉﾌﾞ)(1959-)著 法蔵館
188.653/I93 道元の思想と書 岩井孝樹(1933-)著 大法輪閣

188.654/Y66 正法眼蔵三百則提唱
安谷白雲(1885-1973)著 ; 泉宏勝
(1947-), 安谷淳信(1962-)編集･校訂 春秋社

188.694/Y78 鍼と禅 横田観風(1944-)著 春秋社

188.764/N89
<僧侶らしさ>と<女性らしさ>の宗教
社会学 日蓮宗女性僧侶の事例から 丹羽宣子(1983-)著 晃洋書房

213.6/To46 港区と考古学
未来へ続く､遺跡からのメッ
セージ [東京都]港区立郷土歴史館編集

[東京都]港区郷土歴史
館

213.6/To46/36

港郷土資料館館報. 36 平成29年
度･平成30年度版(2017年度･2018
年度版) [東京都]港区立郷土歴史館編集

[東京都]港区郷土歴史
館

222.0/C62 学際化する中国学
中国社会科学院歴史研究所一般財団
法人東方学会[編] ; 渡邊義浩(1962-) 汲古書院

222.0/So55 宋代史料への回帰と展開 宋代史研究会編 汲古書院
289.0/J52/297 三宅雪嶺 中野目徹(1960-)著 ; 日本歴史学会編 吉川弘文館

社会科学

313.6/U51 天皇制の深層 上山春平(1921-2012)著 法蔵館

319.1/To46 日本･オーストリア国交のはじまり
写真家が見た明治初期日本
の姿 [東京都]港区立郷土歴史館編集

[東京都]港区郷土歴史
館

335.1/Ky2/2019 共同印刷グループCSR報告書. 2019
共同印刷株式会社CSR本部コーポ
レートコミュニケーション部[編]

共同印刷株式会社
CSR本部コーポレート
コミュニケーション部

385.6/Ka86 令和の葬送 戒名はいらない! 加藤長(1944-)著 同時代社
387/Su96 牛頭天王信仰の中世 鈴木耕太郎(1981-)著 法蔵館
387/Y15 日本の民俗信仰を知るための30章 八木透(1955-)著 淡交社
387/Ts77 魔除けの民俗学 家･道具･災害の俗信 常光徹(1948-)著 KADOKAWA

自然科学

449.8/Sa19/2020 最上宝暦. 令和庚子二年 最上宝暦研究会編 最上教報社
451.9/B66 Science For Resilience 生きる､を支える科学技術 [防災科学技術研究所編] 防災科学技術研究所

歴史･伝記･地理地誌
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芸術

709/To46 港区指定文化財 悠久の旅人 [東京都]港区立郷土歴史館編集
[東京都]港区郷土歴史
館

709/To46/2018 港区指定文化財. 平成30年度 平成30年9月25日指定 [[東京都]港区教育委員会編]
[東京都]港区教育委員
会

文学

913/Se94/2 説話の形成と周縁. 中近世篇 倉本一宏(1958-)[ほか]編 臨川書店

933/B32 至妙の殺人

L･J･ビーストン(1874-1963)(L. J.
Beeston), ステイシー･オーモニア
(Stacy Aumonier)(1877-1928)著 ; 妹
尾アキ夫(1892-1962)訳 ; 横井司 論創社

参考図書

R188.34/F74/4-B 空海要語辞典. 4 ｢タ｣項 福田亮成(1937-)編 山喜房仏書林
R403.8/Ko49/2020 理科年表. 第93冊 令和2年 2020 国立天文台編 丸善出版


