
書名  出版元 
中国年鑑 1986～2014 創土社 
東洋史研究文獻類目 昭和10年度～11年度、15年度～18年度、21年度～37年度 京都大学人文科学研究所 

東洋學文獻類目 
1978～2017 

京都大学人文科学研究 
所 

東洋學文獻類目（補遺版） 1990 1995 2000 200５ 2010 2015 
京都大学人文科学研究 
所 

ENCYCLOPEDIA OF WORLD CULTURE 1～10 1～10 G.K.HALL＆CO. 
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 2001 18.Ausgabe 19.Ausgabe 20.Ausgabe  
言語学大辞典 第1巻～第4巻 三省堂 
西洋思想大辞典 1～4 別巻・索引 平凡社 
日本國語大辞典 1～20 小学館 
新編東洋史辞典 京大東洋史辞典編纂会編  東京創元社 
心理学事典  平凡社 
国文学年鑑 国文学研究資料館 昭和55,57～平成5、7～17 至文堂 
国語年鑑 国立国語研究所編 1989～2008 秀英出版 
英語年鑑 1984～2015 研究社 
中日大辞典第三版愛知大学中日大辞典編纂所編  大修館書店 
ENCYCLOPEDIA AMERICANA 1～30  
日本人名大事典 1～6 現代平凡社 
大百科事典 1～16、1986 統計・資料 平凡社 
北海道地名大辞典 上 地名編 角川書店 
北海道地名大辞典 下 総説・地誌編・資料編 角川書店 
青森県地名大辞典  角川書店 
岩手県地名大辞典  角川書店 
秋田県地名大辞典  角川書店 
宮城県地名大辞典  角川書店 
山形県地名大辞典  角川書店 
福島県地名大辞典  角川書店 
茨城県地名大辞典  角川書店 
栃木県地名大辞典  角川書店 
群馬県地名大辞典  角川書店 
埼玉県地名大辞典  角川書店 
千葉県地名大辞典  角川書店 
東京都地名大辞典  角川書店 
神奈川県地名大辞典  角川書店 
長野県地名大辞典  角川書店 
山梨県地名大辞典  角川書店 
新潟県地名大辞典  角川書店 



石川県地名大辞典  角川書店 
富山県地名大辞典  角川書店 
福井県地名大辞典  角川書店 
静岡県地名大辞典  角川書店 
愛知県地名大辞典  角川書店 
岐阜県地名大辞典  角川書店 
三重県地名大辞典  角川書店 
滋賀県地名大辞典  角川書店 
奈良県地名大辞典  角川書店 
和歌山県地名大辞典  角川書店 
京都府地名大辞典 上 総説・地名編 角川書店 
京都府地名大辞典 下 地誌編・資料編 特別項目「平安京」 角川書店 
大阪府地名大辞典  角川書店 
兵庫県地名大辞典  角川書店 
鳥取県地名大辞典  角川書店 
岡山県地名大辞典  角川書店 
島根県地名大辞典  角川書店 
広島県地名大辞典  角川書店 
山口県地名大辞典  角川書店 
香川県地名大辞典  角川書店 
徳島県地名大辞典  角川書店 
高知県地名大辞典  角川書店 
愛媛県地名大辞典  角川書店 
福岡県地名大辞典  角川書店 
佐賀県地名大辞典  角川書店 
大分県地名大辞典  角川書店 
長崎県地名大辞典  角川書店 
熊本県地名大辞典  角川書店 
宮崎県地名大辞典  角川書店 
鹿児島県地名大辞典  角川書店 
沖縄県地名大辞典  角川書店 
別巻Ⅰ 日本地名資料集成  角川書店 
別巻Ⅱ 日本地名総覧  角川書店 
幕末以降 市町村名変遷系統図総覧 1.2 東洋書林 
全国市町村名検索辞典 別巻 幕末以降市町村名変遷系統図総覧 東洋書林 
中国歴史文化事典  新潮社 
地図で知る東南・南アジア  平凡社 
地図で知る中国・東アジア  平凡社 
THE AMERICANAANNUAL 1967   



漢語大詞典 1～12、附録・索引 漢語大詞典出版社 
多効能 漢語大詞典 索引 漢語大詞典出版社 
漢語大詞典 詩目音序 索引 漢語大詞典出版社 

日本国語大辞典 第二版 
1～13 
別巻 漢字索引・方言索引・出展索引 小学館 

精選版日本国語大辞典 第1.2.3巻 小学館 
宗教学文獻辞典  弘文堂 
20世紀文獻要覧大系フランス語フランス文学研究文献要覧 日本フランス語フランス文学会編集 11A～11Ｈ 日本アソシエーツ 
集英社世界文学大辞典 1～6 集英社 
大蔵経全解説大事典 鎌田茂雄、河村孝照、中尾良信、福田亮成、吉元信行編 雄山閣出版 
新村出編 広辞苑 第四版  岩波書店 
国史大辞典 1～15 吉川弘文館 
世界大百科事典 1～24 世界地図、日本地図 平凡社 
日本民族宗教事典 佐々木宏幹、宮田昇、山折哲雄 東京堂出版 
仏書解説大事典 縮刷版 全一巻 大東出版社 
丸善エンサイクロペディア大百科   
日本民族大事典 上、下 吉川弘文館 
日本人物文獻目録  平凡社 
世界民族事典   
日本近現代人名辞典 臼井勝美、高村直助、鳥海靖、由井正臣 編 吉川弘文館 
日本仏教史辞典 今泉淑夫 編 吉川弘文館 
仏教文化事典  佼成出版社 
逆引き広辞苑 机上版  岩波書店 
神道事典 國學院大学日本文化研究所編 弘文堂 
対外関係史総合年表  吉川弘文館 
日本地名大事典 1～6 朝倉書店 
近世人名録集成 第1巻～第5巻 勉成社 
東洋歴史大辞典 上、中、下補遺、索引 臨川書店 
漢字類編 白川静監修 小林博編  木耳社 
世界伝記大辞典 1～12、附録・索引 ぽるぷ出版 
世界伝記大辞典 総索引 1～5 ぽるぷ出版 
世界伝記大辞典 日本・朝鮮・中国編 〈索引〉 ぽるぷ出版 
日本古代人名辭典 竹内理三、山田英雄、平野邦夫編 第1巻～第7巻、断簡 增補 頭字索引 吉川弘文館 
中文大辭典 （一）～（十） 中国文化大学印行 
中国図書館情報学用語辞典 編著佐々木敏雄 明石書店 
元号はやわかり[東亜歴代建元考] 編著松橋達良 砂書房 
中日大辭典増訂版 愛知大学中日大辞典編纂所編  
和英併用 新辞林 文学博士中山久四郎編  
中国学レファレンス事典 編著 潘樹広 編訳 松岡栄志 凱風社 
道教事典 編者 野口鐵郎、坂出祥伸、福井文雅、山田利明 平川出版社 



駢字類編 第一册～第十二册 中国書店 
岩波=ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 世界人名辞典  岩波書店 
岩波 哲学・思想事典  岩波書店 
哲学・思想翻訳語事典 監修 石塚正英、柴田隆行 諭創社 
国語学辞典 国語学会編 東京堂出版 
２０世紀思想家事典  誠信書房 
新教育社会学辞典  東洋館出版社 
社会学辞典  有斐閣 
社会学事典  弘文堂 
字通 白川静 平凡社 
字訓 白川静 平凡社 
字統 白川静 平凡社 
日本を知る事典  社会思想社 
日本民俗学文献総目録 日本民俗学会編 弘文社 

現代社会学辞典 
監修 北川隆吉 
編集 佐藤守弘、園田恭一、三溝信、中野収、副田義也 有信堂 

上田萬年、松井 治共著 修計 大日本国語辞典 全  冨山房 
牧野 新日本植物圖鑑  北隆館 
図説 仏教語大辞典 中村元編集 東京書籍 
プチ・ロベール 仏語辞典 Petit ROBERT 1、2 フランス図書 
世界言語文化図鑑 世界の言語の起源と伝播 ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ・ｺﾑﾘｰ、ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾏｼｭｰｽﾞ、ﾏﾘｱ･ﾎﾟﾘﾝｽｷｰ編 片田房二訳 東洋書林 
DIERCKE WELTATLAS westermann  

世界民族言語地図 R.E.ｱｼｬー ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾓｰｽﾞﾚｲ編 
土田滋、福井勝義 日本語監修 福井正子 翻訳 
ATRAS ｏｆ WORLD'S LANGUAGES 東洋書林 

THE TIMES ATLAS OF THE WORLD TIMES BOOKS   
講談社タイムズ 世界全地図 ライブアトラス  講談社 
WEBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY   
A Merriam - Webster   
G.&C.MERRIAM CO. Publishers   
Ｔｈｅ Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ ＶＯＬＵＭⅠ～Ⅻ Ｖ－Ｚ AND BIBLOOGRAPHY ＯＸＦＯＲＤ 
Ｔｈｅ Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ SUPPLEMENT VOLUM Ⅰ～Ⅱ ＯＸＦＯＲＤ 
Ｔｈｅ Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ SUPPLEMENT ＯＸＦＯＲＤ 
Ａ SUPPLEMENT ＴＯ ＴＨＥ ＯＸＦＯＲＤ ＥＮＧＬＩＳＨ ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ VOLUM ＩＩＩ Ⅳ ＯＸＦＯＲＤ 
角川古語大辭典 第一巻～第五巻 中村幸彦 岡見正雄 阪倉篤義編 角川書店 
研究社 新英和大辞典 第6版 背革装  
ジーニアス英和大辞典 【編集主幹】小西友七 南出康世 大修館書店 
世界宗教大事典 監修=山折哲雄 平凡社 
新宗教事典  弘文堂 
中国語大辞典 上、下 角川書店 



カトリック大辞典 Ⅰ～Ⅴ補遺・索引 冨山房 
訳注 中国近世刑法志 上、下 梅原郁編 創文社 
中国思想辞典 日原利国編 研文出版 
部落問題事典 部落解放研究所編 解放出版社 
フランス文学辞典 日本フランス語フランス文学会編 白水社 
ＧＲＯＳＳＥＳＤＥＵＴＳＣＨ－ＪＡＰＡＮＩＳＣＨＥＳ ＷÖＲＴＥＲＢＵＣＨ 独和大辞典 ＳＨＯＧＡＫＵＫＡＮ 
ＤＩＣＴＩＯＮＮＡＩＲＥ ＳＴＡＮＤＡＲＤ FRＡÇＮＡIS－ＪＡＰＯＮＡＩＳ  ＴＡＩＳＨＵＫＡＮ 
文学博士木村謹治著 和独大辞典 （特装） 博友社版） 
仏和大辞典 伊吹武彦 渡辺明正 後藤敏雄 本城格 大橋保夫 編 白水社 
世界歴史事典 1～10 平凡社 
岩波 西洋人名辞典  岩波書店 
仏教・インド思想辞典 監修 早島鏡正 編集代表 高崎直道 春秋社 
黄檗文化人名辞典 大榎幹郎 加藤正俊 林雪光 編著 思文閣出版 
哲学辞典  平凡社 
政治学事典  平凡社 
六法全書 平成2年版 Ⅰ、Ⅱ  
岩波 六法全書 昭和四十五年版 岩波書店 
経済学辞典  岩波書店 
修訂 増補 詳解漢和大事典 文學博士 服部宇之吉 小柳津司氣太 共著 冨山房 
デイリー六法 1995  三省堂 
岩波 コンパクト六法 平成（1991）年版 岩波書店 
ポケット六法 平成3年版 有斐閣 
Ｏｂｕｎｓhａ’ｓ ＲＯＹＡＬ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ  Ｏｂｕｎｓha 
IWANAMI'S Comprehensive ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY  IWANAMI 

研究社 新英和大辞典 勝俣銓吉郎編 
ＫＥＮＫＹＵＵＳＨＡ’Ｓ ＮＥＷＪＡＰＡＮＥＳＥ－ＥＮＧＬＩＳＨ ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ 
ＳＥＮＫＩＴＩＲＯ ＫＡＴＳＵＭＡＴＡ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｅｄｉｔｏｒ Ｅｎｔｉｒｅｌ
ｙ Ｎｅｗ 

ＫＥＮＫＹＵＵＳＨＡ 

地理学辞典 日本地誌研究所 二宮書店 
新版 新法律学辞典  有斐閣 
ドイツ法律用語辞典 改訂増補版 山田晟著 大学書材 
殷周時代靑銅器の研究 殷周靑銅器綜覧 一～三 一 圖版 林巳奈夫著 
1996年度版 全日本地名辞典  人文社 
日本放送史 上 日本放送会編 ＮＨＫ 
1965年新編本 辞海 下 中華書局 
國立國峐會圖書館漢籍目錄  紀伊國屋書店 
駢字類編引得 莊為斯 著  
ヨーロッパ統計年鑑2002 ヨーロッパ連合[編] 猪口孝[監訳] 東洋書林 
日本 書籍総目録 書 名 ’77－’78  
日本 書籍総目録 索引 著者名 シリーズ名 ’77－’78 社団法人 日本書籍出版協会 

日本史総合年表 加藤智康 瀬野精一郎 鳥海靖 丸山雍成編 吉川弘文館 



ＴＨＥ ＲＡＮＤＯＭ ＨＯＵＳＥ ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ 
of the ENGLISH LANGUAGEThe Unabridged Edition 

  

日本近代文学大事典 第一巻～第六巻 日本近代文学館編 講談社 
増補 改訂 日本文學大辞典 第一巻～第七巻、別巻 新潮社 
ENCYCLOPEDIA OF ＡＤＯＬＥＳＣＥＮＣＥ Ｖｏｌ.Ⅰ～Ⅱ GARLAND 
ＣＯＮＰＡＮＩＯＮＥＮＣＹＣＬＯＰＥＤＩＡ ＯＦ ＰＳＹＣＨＯＬＯＧＹ ＶＯＬＵＭ 1、2 EDITED BY ANDREWM.COLMAN  
中國歴史地名大辞典 第一巻～第六巻 凌雲書房 
中国食文化事典 中山時子[監修] 角川書店 
新版 禅学大辞典  大修館書店 
禅語辞典 入矢義高監修 古賀英彦編著 思文國出版 
隷書大字典 伏見冲敬編 角川書店 
有識故実大辞典 鈴木敬三編 吉川弘文館 
日本歴史地図 上、下 柏書房 
考古遺跡遺物地名表 原始・古代 日本歴史地図別巻 柏書房 
中国学芸大事典 近藤春雄 大修館書店 
新村出編 広辞苑 第三版  岩波書店 
大漢和辞典 巻一～巻十二 諸橋轍次著 大修館書店 
大漢和辞典 巻索引 總畫索引 字音索引 字訓索引 四角號碼索引 附録 諸橋轍次 大修館書店 
大漢和辞典 補巻 鎌田正 米山寅太郎 編 大修館書店 
大漢和辞典 語彙索引 東洋学術研究所編 大修館書店 
広漢和辞典 上、中、下 上索引 諸橋轍次 鎌田正 米山寅太郎 著 大修館書店 
漢字百科大事典 編集  佐藤喜代治  遠藤好英  加藤正信  佐藤武義  飛田良文  前田富 村上雅孝 明治書院 
國書總目録 第一巻～第八巻 岩波書店 
國書總目録 著者別索引 岩波書店 
國書總目録 補訂版 著者別索引 岩波書店 
近代日本総合年表  岩波書店 
日本総合年表  岩波書店 
古典籍総合目録 第一巻～第三巻 岩波書店 
国書人名辞典 第一巻～第五巻 岩波書店 
International Encyciopedia of the Science 1～16、INDEX Macmillan and Free Press 
Britannica MICROPAEDIA Realy Reference1～ 12  
Britannica MICROPAEDIA Knowledge in Depth 13～29  
Britannica INDEX A-K  
Britannica INDEX L-Z  
Britannica PROPAEDIA Outline of Knowledge Guide to the Britannica  
1993 BRITANNICA WORLD DATE ANNUAL  
BRITANNICA ATLAS   
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 汎 論 索引 第一巻 冨山房 
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 上方 第二巻 冨山房 



文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 中 国 四国 第三巻 冨山房 
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 西国 第四巻 冨山房 
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 北 国 東国 第五巻 冨山房 
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 坂東 第六巻 冨山房 
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 奥羽 第七巻 冨山房 
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書 北海道・樺太・琉球  台湾 第八巻 冨山房 
文学博士吉田東伍著 増補 大日本地名辞書   
アジア歴史事典 1～10 平凡社 
東洋史料集成  平凡社 
アジア歴史地図 松田寿男 森鹿三 編 平凡社 
佛教語大辞典 上、中、下、別巻 中村元著 東京書籍 
國學者傳記集成 第一巻、第二巻、續編  
学術月報 第三十巻 増刊号Ⅰ 日本学術振興会学術 

学術月報Ｖｏｌ30増刊号Ⅱ研究所要覧 
文部省所轄研究所・文化庁附属研究所・国立大学共同利用機関・国立大学附置研 
究所 

文部省学術国際局研究機関課 
日本学術振興会 

大言海 大槻文彦著 1～4、索引 冨山房版 
プリニウスの博物誌 Ⅰ～Ⅲ 雄山閣 
京都大學人文科學研究所漢籍分類目録書名人名通檢 上、下  
東京大學東洋文化研究所漢籍分類目録   
東京大學東洋文化研究所漢籍分類目録書名人名索引   
補訂仏教大辞典  大蔵書店蔵版 
日本常民生活絵引 2～5 澁澤敬三編著 角川書店 
ＥＮＣＹＣＬＯＰＥＡＤＩＡ Ｂｒｉｔａｎｎｉｃａ 1～23  
ＥＮＣＹＣＬＯＰＥＡＤＩＡ Ｂｒｉｔａｎｎｉｃａ Ｔｈｅ Ｉｎｄｅｘ and Atlas  
THE BRITISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 196,519,681,969,197,000,000,000 THE BRITISH LIBRARY 
encyciopédie générale Larousse 1～3  
心理学総合辞典 新装版 楠見孝 他監修 朝倉書店 
APA心理学大辞典 G．Rファンデンボス監修 培風館 
APA Dictionary of Psychology American Psychological Association   

 


