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■さくら夙川キャンパス
ハプスブルク帝国、最後の皇太子 : 激動の20世紀欧州を生き抜いたオットー大公の
生涯

Feigl Erich 朝日新聞出版 2016.4 9784022630445 10233215

風土記の世界 三浦 佑之 岩波書店 2016.4 9784004316046 10233346

會社四季報 2016年3集:夏号 東洋経済新報社 東洋經濟新報社 1938- 91054508

家計調査年報
平成27年 1 家計収支
編

総理府統計局 日本統計協会 1953- 9784822338756 10233417

子ども・若者白書 平成28年版 内閣府 中和印刷 2010.12- 9784865790528 10233464

高齢社会白書 平成28年版 総務庁 大蔵省印刷局 1996.11- 9784865790511 10233408

地球温暖化対策の新たなステージ 環境省 日経印刷 2016.6 9784865790450 10233418

図解建築法規 2016 図解建築法規編集委員会 新日本法規出版 1988- 9784788280953 10233500

食料・農業・農村白書 平成28年版 農林水産省 時事画報社 2008- 9784865790498 10233465

漢字の使い分けときあかし辞典 円満字 二郎 研究社 2016.3 9784767434780 10233448

甲骨文字辞典 落合 淳思 朋友書店 2016.3 9784892811500 10233278

文芸年鑑 2016 文藝家協會 新潮社 1929- 9784107500427 10233424

応用情報・高度共通午前試験対策 2016 アイテックIT人材教育研究部 アイテック 2015.10 9784865750447 91054705

応用情報技術者午後問題の重点対策 2016 小口 達夫 アイテック 2015.12 9784865750454 91054706

ニュースペックテキスト応用情報技術者 平成27・28年版 TAC TAC出版 2015.7 9784813262169 91054704

やさしい応用情報技術者講座 2016年版 高橋 麻奈 SBクリエイティブ 2015.12 9784797386103 91054707

気象予報士・予報官になるには 金子 大輔 ぺりかん社 2016.6 9784831514387 91054776

販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野 恵子 ぺりかん社 2016.6 9784831514400 91054775

現代思想史入門 船木 亨 筑摩書房 2016.4 9784480068828 10233254

何を捨て何を残すかで人生は決まる 本田 直之 青春出版社 2016.4 9784413044813 10233259

「日本人の神」入門 : 神道の歴史を読み解く 島田 裕巳 講談社 2016.5 9784062883702 10233555

戦国夜話 本郷 和人 新潮社 2016.4 9784106106668 10233256

･ 所蔵の詳細や貸出利用の可否は､本学図書館Webサイトの「蔵書検索OPAC」でご確認ください。 

･ 参考図書、DVDやCD、史学研究所所蔵資料など、貸出ができない資料があります。 
･ 開館日・時間は本学図書館Webサイトの「開館カレンダー」をご参照ください｡  

＜お問い合わせ先＞ 

 

・メディアライブラリーCELL（さくら夙川キャンパス） 0798-32-5015（直通） 
・伊丹図書館（いたみ稲野キャンパス）072-770-6487（直通） 

 
 大手前大学・大手前短期大学図書館  http://library.otemae.ac.jp 
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江戸の災害史 : 徳川日本の経験に学ぶ 倉地 克直 中央公論新社 2016.5 9784121023766 10233553

昭和史 古川 隆久 筑摩書房 2016.5 9784480068873 10233547

ローマ帝国人物列伝 本村 凌二 祥伝社 2016.5 9784396114633 10233545

後藤又兵衛 : 大坂の陣で散った戦国武将 福田 千鶴 中央公論新社 2016.4 9784121023728 10233345

カール・マルクス : 「資本主義」と闘った社会思想家 佐々木 隆治 筑摩書房 2016.4 9784480068897 10233260

台湾とは何か 野嶋 剛 筑摩書房 2016.5 9784480068910 10233549

憲法の無意識 柄谷 行人 岩波書店 2016.4 9784004316008 10233347

ユーロ危機とギリシャ反乱 田中 素香 岩波書店 2016.1 9784004315865 10233556

二階の住人とその時代 : 転形期のサブカルチャー私史 大塚 英志 星海社 2016.4 9784061385849 10233544

世襲格差社会 : 機会は不平等なのか 橘木 俊詔 中央公論新社 2016.5 9784121023773 10233552

結婚と家族のこれから : 共働き社会の限界 筒井 淳也 光文社 2016.6 9784334039271 10233546

認知症をつくっているのは誰なのか : 「よりあい」に学ぶ認知症を病気にしない暮ら
し

村瀬 孝生 SBクリエイティブ 2016.2 9784797385311 10233262

ブラックバイト : 学生が危ない 今野 晴貴 岩波書店 2016.4 9784004316022 10233348

科学という考え方 : アインシュタインの宇宙 酒井 邦嘉 中央公論新社 2016.5 9784121023759 10233551

これからの死に方 : 葬送はどこまで自由か 橳島 次郎 平凡社 2016.3 9784582858082 10233349

健康長寿のための医学 井村 裕夫 岩波書店 2016.2 9784004315889 10233258

現代建築のトリセツ : 摩天楼世界一競争から新国立競技場問題まで 松葉 一清 PHP研究所 2016.5 9784569830421 10233558

人口減が地方を強くする 藤波 匠 日本経済新聞出版社 2016.4 9784532263027 10233255

みんなが知らない超優良企業 : 新しいニッポンの業界地図 田宮 寛之 講談社 2016.5 9784062729390 10233554

トウガラシの世界史 : 辛くて熱い「食卓革命」 山本 紀夫 中央公論新社 2016.2 9784121023612 10233261

コンビニ店長の残酷日記 三宮 貞雄 小学館 2016.4 9784098252527 10233257

ディズニーの魔法のおそうじ 安孫子 薫 小学館 2013.6 9784098251650 10233263

鴨長明 : 自由のこころ 鈴木 貞美 筑摩書房 2016.5 9784480068934 10233548

心に緑の種をまく : 絵本のたのしみ 渡辺 茂男 岩波書店 2016.4 9784006022778 10233269

寛容論 Voltaire 1694-1778 光文社 2016.5 9784334753320 10233571

マヤ神話ポポル・ヴフ Recinos Adrián 1886-1962 中央公論新社 2016.4 9784122062511 10233271

大乗とは何か 三枝 充悳 筑摩書房 2016.5 9784480097316 10233572

大乗仏教概論 鈴木 大拙 岩波書店 2016.6 9784003332344 10233564
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南部百姓命助の生涯 : 幕末一揆と民衆世界 深谷 克己 岩波書店 2016.5 9784006003432 10233570

宴のあとの経済学 Schumacher E. F. 筑摩書房 2011.9 9784480094056 10233266

いのちの旅 : 「水俣学」への軌跡 原田 正純 岩波書店 2016.4 9784006032982 10233270

食味歳時記 獅子 文六 中央公論新社 2016.4 9784122062481 10233272

女性がディズニーランドに何度も行ってしまう理由 (わけ) 芳中 晃 中経出版 2009.3 9784806133025 10233351

名画に見る男のファッション 中野 京子 KADOKAWA 2016.4 9784041042045 10233267

民藝の歴史 志賀 直邦 筑摩書房 2016.5 9784480097347 10233573

ウルトラマン「正義の哲学」 神谷 和宏 朝日新聞出版 2015.3 9784022618221 10233561

ルールブック 1 矢野 俊策 KADOKAWA
2009.7-
2009.8

9784040710600 10233567

ルールブック 2 矢野 俊策 KADOKAWA
2009.7-
2009.8

9784040710617 10233568

作家の履歴書 : 21人の人気作家が語るプロになるための方法 阿川 佐和子 KADOKAWA 2016.4 9784041042144 10233268

作家論 : 新装版 三島 由紀夫 中央公論新社 2016.5 9784122062597 10233569

山之口貘詩集 山之口 貘 岩波書店 2016.6 9784003120514 10233566

百間随筆 1 内田 百間 講談社 2016.5 9784062955041 10233550

思い出の扉 千葉 俊二 岩波書店 2016.6 9784003120330 10233565

呪われた腕 : ハーディ傑作選 Hardy Thomas 1840-1928 新潮社 2016.5 9784102108062 10233562

僕の名はアラム Saroyan William 1908-1981 新潮社 2016.4 9784102031063 10233265

猫語のノート Gallico Paul 1897-1976 筑摩書房 2016.5 9784480433640 10233574

クレーヴの奥方 La Fayette Madame de 光文社 2016.4 9784334753290 10233264

ノートル=ダム・ド・パリ 下 Hugo Victor 1802-1885 岩波書店
2016.5-
2016.6

9784003253281 10233563

これからのエリック・ホッファーのために : 在野研究者の生と心得 荒木 優太 東京書籍 2016.3 9784487809752 10233342

情報ということば : その来歴と意味内容 小野 厚夫 富山房インターナショナル 2016.5 9784866000091 10233223

2時間でわかる図解IoTビジネス入門 小泉 耕二 あさ出版 2016.4 9784860638580 10233431

ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか 田中 辰雄 勁草書房 2016.4 9784326504220 10233298

応用情報技術者ポケット攻略本 : 要点早わかり 大滝 みや子 技術評論社 2014.10 9784774167107 10233459

Pythonスタートブック : いちばんやさしいパイソンの本 辻 真吾 技術評論社 2010.5 9784774142296 10233409

Unity5 3D/2Dゲーム開発実践入門 : 作りながら覚えるスマートフォンゲーム制作 吉谷 幹人 ソシム 2015.8 9784883379675 10233369

ルビィのぼうけん : こんにちは!プログラミング Liukas Linda 翔泳社 2016.5 9784798143491 10233368
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「写真を使う」デザインのルール : 撮影から補正・レイアウトまで 高嶋 一成 エムディエヌコーポレーション 2016.5 9784844365846 10233357

拝啓市長さま、こんな図書館をつくりましょう Agnoli Antonella 1952- みすず書房 2016.4 9784622079378 10233306

世界の不思議な図書館 Johnson Alex 創元社 2016.4 9784422311067 10233210

歴史に見る日本の図書館 : 知的精華の受容と伝承 高山 正也 勁草書房 2016.4 9784326050161 10233436

図書館はまちのたからもの : ひとが育てる図書館 内野 安彦 日外アソシエーツ 2016.5 9784816926051 10233541

図書館員をめざす人へ 後藤 敏行 勉誠出版 2016.3 9784585200451 10233453

パスファインダー作成法 : 主題アクセスツールの理念と応用 鹿島 みづき 樹村房 2016.4 9784883672585 10233232

小尾俊人の戦後 : みすず書房出発の頃 宮田 昇 みすず書房 2016.4 9784622079453 10233440

プレイガイドジャーナルへの道 : 1968〜1973 : 大阪労音--フォークリポート--プレイ
ガイドジャーナル

村元 武 東方出版 2016.5 9784862492654 10233540

ぶらりあるきインドネシアの博物館 中村 浩 芙蓉書房出版 2015.7 9784829506554 10233304

ぶらりあるきカンボジアの博物館 中村 浩 芙蓉書房出版 2015.12 9784829506738 10233303

ぶらりあるきミャンマー・ラオスの博物館 中村 浩 芙蓉書房出版 2016.7 9784829506806 10233499

セネカ哲学する政治家 : ネロ帝宮廷の日々 Romm James S. 白水社 2016.5 9784560084977 10233307

21世紀の哲学をひらく : 現代思想の最前線への招待 斎藤 元紀 ミネルヴァ書房 2016.5 9784623075829 10233501

怪物的思考 : 近代思想の転覆者ディドロ 田口 卓臣 講談社 2016.3 9784062586221 10233449

共にあることの哲学 岩野 卓司 書肆心水 2016.4 9784906917532 10233415

評伝レヴィナス : 生と痕跡 Malka Salomon 慶應義塾大学出版会 2016.2 9784766422870 10233198

共感覚から見えるもの : アートと科学を彩る五感の世界 北村 紗衣 勉誠出版 2016.3 9784585210337 10233496

悪魔と悪魔学の事典 Guiley Rosemary 原書房 2016.4 9784562053155 10233287

愛 : 結婚は愛のあかし? 藤田 尚志 ナカニシヤ出版 2016.4 9784779510083 10233229

性 : 自分の身体ってなんだろう? 藤田 尚志 ナカニシヤ出版 2016.4 9784779510090 10233230

家族 : 共に生きる形とは? 藤田 尚志 ナカニシヤ出版 2016.4 9784779510106 10233231

「気がきく人」の習慣 : ディズニー、三越、料亭で学んだ、いつもうまくいく20の習慣 上田 比呂志 アスコム 2014.5 9784776208297 10233327

日本人にしかできない「気づかい」の習慣 : ディズニーと三越で学んできた 上田 比呂志 クロスメディア・パブリッシング 2011.10 9784844371335 10233238

人を感動させる仕事 : 僕がソニー、ディズニー、アップルで学んだこと 前刀 禎明 大和書房 2013.10 9784479794080 10233321

人生は20代で決まる : TEDの名スピーカーが贈る「仕事・結婚・将来設計」講義 Jay Meg 早川書房 2014.7 9784152094681 10233228

対人力のコツ : 人間関係が楽になる94の知恵 植西 聰 自由国民社 2016.4 9784426120641 10233329

東大とディズニーに学んでも成功しない 後藤 武士 宝島社 2013.3 9784800207845 10233247
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中世ヨーロッパの異教・迷信・魔術 野口 洋二 早稲田大学出版部 2016.4 9784657160119 10233450

大山猫の物語 Lévi-Strauss Claude 1908-2009 みすず書房 2016.3 9784622079125 10233313

イスラームの論理 中田 考 筑摩書房 2016.5 9784480016379 10233531

イスラミック・ツーリズムの勃興 : 宗教の観光資源化 安田 慎 ナカニシヤ出版 2016.4 9784779510052 10233290

神社バイリンガルガイド 加藤 健司 小学館 2016.5 9784093884785 10233543

日本仏教史 ひろ さちや 河出書房新社 2016.5 9784309624921 10233534

ブッダのおしえ : 真訳・スッタニパータ 前谷 彰 講談社 2016.5 9784062192378 10233516

浄土真宗と近代日本 : 東アジア・布教・漢学 川邉 雄大 勉誠出版 2016.3 9784585210320 10233410

現代文化とキリスト教
関西学院大学キリスト教と文化研究セン
ター

キリスト新聞社 2016.3 9784873956961 10233221

概説キリシタン史 浅見 雅一 慶應義塾大学出版会 2016.4 9784766423297 10233302

江戸諸國四十七景 : 名所絵を旅する 鈴木 健一 講談社 2016.4 9784062586252 10233214

石川啄木 Keene Donald 1922- 新潮社 2016.2 9784103317098 10233439

為家千首全注釈 岩佐 美代子 笠間書院 2016.3 9784305707949 10233471

根岸短歌会の証人桃澤茂春  : 『庚子日録』『曾我蕭白』 桃澤 匡行 新典社 2016.4 9784787942814 10233416

夜空はいつでも最高密度の青色だ 最果 タヒ リトルモア 2016.5 9784898154397 10233455

四世鶴屋南北研究 片 龍雨 若草書房 2016.3 9784904271155 10233388

源氏物語 : 池田本 1 天理図書館 天理大学出版部 2016.6 9784840695633 10233385

新考源氏物語の成立 西村 亨 武蔵野書院 2016.4 9784838602926 10233488

西鶴を読む 中村 稔 青土社 2016.5 9784791769209 10233208

誘惑する西鶴 : 浮世草子をどう読むか 平林 香織 笠間書院 2016.2 9784305707994 10233484

雨月物語 上田 秋成 三弥井書店 2009.12 9784838270705 10233528

春雨物語 上田 秋成 三弥井書店 2012.4 9784838270798 10233527

円朝全集 別巻2 三遊亭 円朝 岩波書店
2012.11-
2016.6

9784000927550 10233406

つながりを求めて : シャルトルの翡翠 小島 俊明 水声社 2016.5 9784801001473 10233532

江東昔ばなし 田辺 貞之助 菁柿堂
2016.4(発
売)

9784434219078 10233239

おくのほそ道 松尾 芭蕉 三弥井書店 2007.6 9784838270576 10233529

お艶殺し ; 金色の死 ; 神童 谷崎 潤一郎 中央公論新社 2016.7 9784124035636 10233506

吉本隆明全集 1 吉本 隆明 晶文社 2014.3- 9784794971012 10233432
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古代日本漢詩文と中国文学 胡 志昂 笠間書院 2016.2 9784305707925 10233485

詩のトポス : 人と場所をむすぶ漢詩の力 齋藤 希史 平凡社 2016.5 9784582837278 10233524

スーザン・ソンタグの『ローリング・ストーン』インタヴュー Sontag Susan 1933-2004 河出書房新社 2016.2 9784309207025 10233315

太陽王アンドレ・ブルトン Cartier-Bresson Henri 1908- エディション・イレーヌ 2016.4 9784990123499 10233470

妄想と強迫 : フランス世紀末短編集 Dujardin Édouard 1861-1949 彩流社 2016.4 9784779122279 10233209

事の次第 Beckett Samuel 白水社 2016.5 9784560092378 10233515

『異邦人』研究 松本 陽正 広島大学出版会 2016.3 9784903068367 10233405

イタリア日記「1811」 Stendhal 1783-1842 新評論 2016.5 9784794810373 10233489

アルトー後期集成 2 Artaud Antonin 1896-1948 河出書房新社
2007.3-
2016.3

9784309705323 10233441

アルトー後期集成 3 Artaud Antonin 1896-1948 河出書房新社
2007.3-
2016.3

9784309705330 10233509

テラ・ノストラ Fuentes Carlos 1928-2012 水声社 2016.5 9784801001299 10233435

ギリシア・ローマの智恵 国方 栄二 未知谷 2016.4 9784896424942 10233199

日本古代・中世都市論 仁木 宏 吉川弘文館 2016.5 9784642046299 10233411

古代の人々の心性と環境 : 異界・境界・現世 三宅 和朗 吉川弘文館 2016.6 9784642046305 10233478

上杉憲政 : 戦国末期、悲劇の関東管領 久保田 順一 戎光祥出版 2016.7 9784864032117 10233535

進化する戦国史 渡邊 大門 洋泉社 2016.4 9784800309204 10233216

資料浅草弾左衛門 塩見 鮮一郎 河出書房新社 2016.4 9784309226637 10233438

日露戦争史 3 半藤 一利 平凡社
2012.6-
2014.1

9784582454468 10233579

船場道修町 : 薬・商い・学の町 三島 佑一 和泉書院 2016.3 9784757607934 10233211

大清帝国隆盛期の実像 : 第四代康煕帝の手紙から1661-1722 岡田 英弘 藤原書店 2016.3 9784865780666 10233189

マカベア戦記 : ユダヤの栄光と凋落 下 秦 剛平 京都大学学術出版会
2015.11-
2016.3

9784876988747 10233458

古代ローマの女性たち Achard Guy 白水社 2016.5 9784560510056 10233557

はじめて学ぶイタリアの歴史と文化 藤内 哲也 ミネルヴァ書房 2016.5 9784623072675 10233498

記憶の政治 : ヨーロッパの歴史認識紛争 橋本 伸也 岩波書店 2016.4 9784000611244 10233442

奈良の都 佐藤 信 清文堂出版 2016.4 9784792405731 10233407

聖徳太子と斑鳩三寺 千田 稔 吉川弘文館 2016.7 9784642067928 10233505

小倉昌男祈りと経営 : ヤマト「宅急便の父」が闘っていたもの 森 健 小学館 2016.1 9784093798792 10233205

「君臣和睦」を貫いた楠木正儀の生涯 小池 明 歴史春秋出版 2008.12 9784897577210 10233414
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先生と私 佐藤 優 幻冬舎 2014.1 9784344025196 10233206

幕末大名夫人の知的好奇心 : 日向国延岡藩内藤充真院 神崎 直美 岩田書院 2016.3 9784866029535 10233301

外骨戦中日記 吉野 孝雄 河出書房新社 2016.5 9784309024684 10233510

韓国「反日街道」をゆく : 自転車紀行1500キロ 前川 仁之 小学館 2016.4 9784093798853 10233220

ラトヴィアを知るための47章 志摩 園子 明石書店 2016.5 9784750343617 10233341

ニカラグアを知るための55章 田中 高 明石書店 2016.6 9784750343624 10233451

シンガポールを知るための65章 田村 慶子 明石書店 2016.6 9784750343679 10233457

アメリカ : ナンバーワンから退場か 池上 彰 小学館 2016.4 9784093884693 10233219

デジタル情報社会の未来 佐藤 卓己 岩波書店 2016.6 9784000113892 10233404

初期思想・文化言語論集 陳 獨秀 平凡社 2016.6 9784582808728 10233344

平和国家のアイデンティティ 酒井 哲哉 岩波書店 2016.6 9784000270335 10233482

科学技術をめぐる抗争 金森 修 岩波書店 2016.7 9784000270342 10233575

政治思想史入門 堤林 剣 慶應義塾大学出版会 2016.4 9784766423365 10233169

イギリス現代政治史 梅川 正美 ミネルヴァ書房 2016.4 9784623076246 10233300

人権への視座 : フランスにおける「人権と政治」論争と日本の行方 佐々木 允臣 文理閣 2016.5 9784892597886 10233526

自治会・町内会の経営学 : 21世紀の住民自治発展のために 石栗 伸郎 文眞堂 2016.4 9784830949012 10233400

台湾と尖閣ナショナリズム : 中華民族主義の実像 本田 善彦 岩波書店 2016.4 9784000611145 10233328

探るアジアのパワーバランス : 連携進める日米豪印 平和安全保障研究所 朝雲新聞社 2016.7 9784750940380 10233483

国際地域学入門 小谷 一明 勉誠出版 2016.3 9784585230434 10233171

現代アメリカ法入門 : アメリカ法の考え方 丸田 隆 日本評論社 2016.5 9784535521957 10233497

日本憲法史 : 八百年の伝統と日本国憲法 小路田 泰直 かもがわ出版 2016.4 9784780308389 10233437

近代立憲主義と現代国家 : 新装版 樋口 陽一 勁草書房 2016.5 9784326403196 10233477

犯罪心理学 : 捜査と防犯 : 犯罪科学が学べるworkbook 桐生 正幸 現代図書 2016.5 9784434218309 10233469

ミクロ経済学 武隈 慎一 新世社 2016.7 9784883842391 10233475

時間かせぎの資本主義 : いつまで危機を先送りできるか Streeck Wolfgang 1946- みすず書房 2016.2 9784622079262 10233310

多文化社会読本 : 多様なる世界、多様なる日本 長谷部 美佳 東京外国語大学出版会 2016.3 9784904575536 10233173

文化を支えた企業家たち : 「志」の源流と系譜 伊木 稔 ミネルヴァ書房 2016.3 9784623076864 10233207

スティーブ・ジョブズ自分を超える365日の言葉 田外 孝一 泰文堂 2016.5 9784803009064 10233343
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アルバイトだけでもまわるチームをつくろう : ディズニーじゃなくても大丈夫! 鈴木 亮 クロスメディア・パブリッシング 2012.8 9784844371892 10233235

スタッフの能力を100%引き出す「ディズニー式」魔法の人材育成法 小松田 勝 コスミック出版 c2014 9784774790947 10233326

ディズニーランド伝説のトレーナーが明かすミッキーマウスに頼らない本物の指導力 町丸 義之 こう書房 2012.2 9784769610649 10233242

マンガでわかる!雑談力 : トレーニングで話はうまくなる 桜井 弘 宝島社 2016.4 9784800253507 10233224

ヒットを生み出すインスピレーションの力学、共感という魔法 : 東映、ディズニー、東
宝東和で学んだ仕事のヒント56

鈴木 英夫 アスペクト 2015.9 9784757224216 10233249

近世の朝廷財政と江戸幕府 佐藤 雄介 東京大学出版会 2016.4 9784130262422 10233487

ディズニーの隣の風景 : オンステージ化する日本 円堂 都司昭 原書房 2013.2 9784562048861 10233246

日本文化に何をみる? : ポピュラーカルチャーとの対話 東谷 護 共和国 2016.3 9784907986193 10233525

日本人の考え方世界の人の考え方 : 世界価値観調査から見えるもの 池田 謙一 勁草書房 2016.4 9784326251162 10233421

現代人の国際社会学・入門 : トランスナショナリズムという視点 西原 和久 有斐閣 2016.5 9784641174214 10233530

住環境再考 : スマートから健康まで 住総研「住環境を再考する」研究委員会 萌文社 2016.4 9784894913127 10233422

労働法の復権 : 雇用の危機に抗して 和田 肇 日本評論社 2016.5 9784535521919 10233479

働くことの哲学 Svendsen Lars Fr. H. 1970- 紀伊國屋書店 2016.4 9784314011365 10233225

「家族する」男性たち : おとなの発達とジェンダー規範からの脱却 大野 祥子 東京大学出版会 2016.4 9784130111430 10233296

ゆらぐ親密圏とフェミニズム : グローバル時代のケア・労働・アイデンティティ 海妻 径子 コモンズ 2016.5 9784861871139 10233539

政治過程と政策 辻中 豊 東洋経済新報社 2016.5 9784492223567 10233389

震災後の自治体ガバナンス 小原 隆治 東洋経済新報社 2015.11 9784492223574 10233390

福島原発事故と複合リスク・ガバナンス 城山 英明 東洋経済新報社 2015.10 9784492223581 10233391

震災と経済 齊藤 誠 東洋経済新報社 2015.5 9784492223598 10233392

被害・費用の包括的把握 植田 和弘 東洋経済新報社 2016.3 9784492223604 10233393

復旧・復興へ向かう地域と学校 青木 栄一 東洋経済新報社 2015.12 9784492223611 10233394

大震災・原発危機下の国際関係 恒川 恵市 東洋経済新報社 2015.6 9784492223628 10233395

震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一 東洋経済新報社 2015.7 9784492223635 10233396

子育て支援が日本を救う : 政策効果の統計分析 柴田 悠 勁草書房 2016.6 9784326654000 10233517

名前のない母子をみつめて : 日本のこうのとりのゆりかご ドイツの赤ちゃんポスト 蓮田 太二 北大路書房 2016.4 9784762829338 10233330

アメリカにおけるタバコ戦争の軌跡 : 文化と健康をめぐる論争 岡本 勝 ミネルヴァ書房 2016.5 9784623075737 10233480

現代社会と福祉 : 社会福祉原論 加藤 洋子 ふくろう出版 2016.3 9784861866753 10233365

教育の再定義 小玉 重夫 岩波書店 2016.4 9784000113915 10233402
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社会のなかの教育 志水 宏吉 岩波書店 2016.6 9784000113922 10233403

西洋教育思想史 真壁 宏幹 慶應義塾大学出版会 2016.4 9784766423273 10233425

男子問題の時代? : 錯綜するジェンダーと教育のポリティクス 多賀 太 学文社 2016.5 9784762026348 10233513

まちづくり学習 日本建築学会 丸善 2004.9 9784621300336 10233281

教職をめざすひとのための発達と教育の心理学 富永 大介 ナカニシヤ出版 2016.5 9784779510670 10233467

中学校社会科授業を変える学習活動の工夫45 : ロールプレイングからジグソー法
まで

青柳 慎一 明治図書出版 2016.5 9784182282133 10233577

すぐ実践できる!アクティブ・ラーニング中学社会 西川 純 学陽書房 2016.4 9784313653146 10233292

「考える」社会科の授業 : 愛知教育大学教職大学院発 中妻 雅彦 同時代社 2016.3 9784886837967 10233299

中学社会科“アクティブ・ラーニング発問"174 : わくわくドキドキ地理・歴史・公民の
難単元攻略ポイント

峯 明秀 学芸みらい社 2016.4 9784908637131 10233495

Foreign language education in Japan : exploring qualitative approaches : pbk 堀口 佐知子 Sense Publishers c2015 9789463003230 10233132

地方創生と大学 : 大学の知と人材を活用した持続可能な地方の創生 内閣府経済社会総合研究所 公人の友社 2016.5 9784875556831 10233504

近代日本の就職難物語 : 「高等遊民」になるけれど 町田 祐一 吉川弘文館 2016.7 9784642058285 10233332

宮本常一と土佐源氏の真実 井出 幸男 梟社 2016.3 9784787763310 10233519

辻の世界 : 歴史民俗学的考察 笹本 正治 名著出版 [c1991?] 4626016707 10233492

ヨーロッパ服飾物語 内村 理奈 北樹出版 2016.5 9784779305016 10233174

日本料理とは何か : 和食文化の源流と展開 奥村 彪生 農山漁村文化協会 2016.4 9784540142550 10233288

江戸前魚食大全 : 日本人がとてつもなくうまい魚料理にたどりつくまで 冨岡 一成 草思社 2016.5 9784794222015 10233536

道祖神信仰論 倉石 忠彦 名著出版 1990.10 462601383X 10233474

鯰絵で民俗学 : その文化と信仰と 細田 博子 里文出版 2016.6 9784898064405 10233537

民話・昔話全情報 2008-2015 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1992.6- 9784816925955 10233398

信濃の民話 瀬川 拓男 未來社 2015.4 9784624935016 10233581

秋田の民話 瀬川 拓男 未來社 2015.7 9784624935108 10233590

沖縄の民話 伊波 南哲 未來社 2015.7 9784624935115 10233591

出雲の民話 石塚 尊俊 未來社 2015.7 9784624935122 10233592

福島の民話 第1集 片平 幸三 未來社
2015.8-
2016.5

9784624935139 10233593

日向の民話 第1集 比江島 重孝 未來社
2015.8-
2016.6

9784624935146 10233594

飛騨の民話 江馬 三枝子 未來社 2015.8 9784624935153 10233595

大阪の民話 二反長 半 未來社 2015.9 9784624935160 10233596

9/26



書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

甲斐の民話 土橋 里木 未來社 2015.9 9784624935177 10233597

佐渡の民話 第1集 浜口 一夫 未來社 2015.9 9784624935184 10233598

神奈川の民話 安池 正雄 未來社 2015.10 9784624935191 10233599

岩手の民話 深澤 紅子 未來社 2015.4 9784624935023 10233582

上州の民話 第1集 おの ちゅうこう 未來社 2015.10 9784624935207 10233600

加賀・能登の民話 第1集 清酒 時男 未來社 2015.10 9784624935214 10233601

安芸・備後の民話 第1集 垣内 稔 未來社 2015.11 9784624935221 10233602

安芸・備後の民話 第2集 垣内 稔 未來社 2015.11 9784624935238 10233603

宮城の民話 山田 野理夫 未來社 2015.11 9784624935245 10233604

兵庫の民話 宮崎 修二朗 未來社 2015.12 9784624935252 10233605

房総の民話 高橋 在久 未來社 2015.12 9784624935269 10233606

肥後の民話 荒木 精之 未來社 2015.12 9784624935276 10233607

薩摩・大隅の民話 村田 熈 未來社 2016.1 9784624935283 10233608

周防・長門の民話 第1集 松岡 利夫 未來社 2016.1 9784624935290 10233609

越後の民話 第1集 水沢 謙一 未來社 2015.4 9784624935030 10233583

福岡の民話 第1集 加来 宣幸 未來社 2016.1 9784624935306 10233610

伊勢・志摩の民話 倉田 正邦 未來社 2016.2 9784624935313 10233611

栃木の民話 第1集 日向野 徳久 未來社 2016 9784624935320 10233612

種子島の民話 第1集 下野 敏見 未來社 2016 9784624935337 10233613

種子島の民話 第2集 下野 敏見 未來社 2016 9784624935344 10233614

越中の民話 第1集 伊藤 曙覧 未來社 2016.3 9784624935351 10233615

岡山の民話 稲田 浩二 未來社 2016.3 9784624935368 10233616

屋久島の民話 第1集 下野 敏見 未來社 2016.4 9784624935375 10233617

屋久島の民話 第2集 下野 敏見 未來社 2016.4 9784624935382 10233618

栃木の民話 第2集 日向野 徳久 未來社 2016 9784624935399 10233619

伊豆の民話 岸 なみ 未來社 2015.5 9784624935047 10233584

八丈島の民話 浅沼 良次 未來社 2016.5 9784624935405 10233621

京都の民話 二反長 半 未來社 2016.5 9784624935412 10233622
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福島の民話 第2集 片平 幸三 未來社
2015.8-
2016.5

9784624935429 10233620

日向の民話 第2集 比江島 重孝 未來社
2015.8-
2016.6

9784624935436 10233623

若狭・越前の民話 第1集 杉原 丈夫 未來社 2016.6 9784624935443 10233624

阿波の民話 第2集 湯浅 良幸 未來社
2015.6-
2016.6

9784624935450 10233625

讃岐の民話 武田 明 未來社 2015.5 9784624935054 10233585

出羽の民話 沢渡 吉彦 未來社 2015.5 9784624935061 10233586

津軽の民話 斎藤 正 未來社 2015.6 9784624935078 10233587

阿波の民話 第1集 湯浅 良幸 未來社
2015.6-
2016.6

9784624935085 10233588

伊豫の民話 武田 明 未來社 2015.6 9784624935092 10233589

金太郎の母を探ねて : 母子をめぐる日本のカタリ 西川 照子 講談社 2016.4 9784062586245 10233213

尼崎百物語 大江 篤 神戸新聞総合出版センター 2016.4 9784343008879 10233212

Holistic anthropology : emergence and convergence Parkin David J. Berghahn Books 2007 9781845453541 10233131

正しい戦争はあるのか? : 戦争倫理学入門 眞嶋 俊造 大隈書店 2016.3 9784905328155 10233170

大元帥と皇族軍人 大正・昭和編 小田部 雄次 吉川弘文館 2016 9784642058292 10233333

総力戦体制の正体 小林 啓治 柏書房 2016.6 9784760147106 10233512

江戸の科学大図鑑 太田 浩司 河出書房新社 2016.5 9784309226651 10233354

この世界を知るための人類と科学の400万年史 Mlodinow Leonard 河出書房新社 2016.5 9784309253473 10233518

Next world : 未来を生きるためのハンドブック NHKスペシャル「NEXT WORLD」制作班 NHK出版 2015.4 9784140816714 10233430

錬金術の世界 : 新装版 Fabricius Johannes 青土社 2016.5 9784791769261 10233472

イラスト読図 : 地図読みは最強のリスク回避 阿部 亮樹 東京新聞 2016.5 9784808310127 10233468

生態学が語る東日本大震災 : 自然界に何が起きたのか 日本生態学会東北地区会事務局 文一総合出版 2016.3 9784829971048 10233503

ファーブル昆虫記 : 完訳 第10巻上 Fabre Jean-Henri 1823-1915 集英社 2005.11- 9784081310197 10233397

哲学と医療 中川 米造 弘文堂 1992.3 4335610114 10233413

A child is born : 赤ちゃんの誕生 Nilsson Lennart 1922- あすなろ書房 2016.3 9784751527658 10233286

毒学教室 : 毒のしくみから世界の毒事件簿まで 毒のすべてをわかりやすく解説 田中 真知 学研教育出版 2011.2 9784054048324 10233423

「病は気から」を科学する Marchant Jo 講談社 2016.4 9784062179379 10233444

復興するハイチ : 震災から、そして貧困から : 医師たちの闘いの記録2010-11 Farmer Paul 1959- みすず書房 2014.3 9784622078203 10233312

人類学と国際保健医療協力 松園 万亀雄 明石書店 2008.2 9784750327266 10233399
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Making health public : how news coverage is remaking media, medicine, and
contemporary life

: hbk. Briggs Charles L. 1953- Routledge 2016 9781138999879 10233284

アーユルヴェーダとヨーガ 上馬塲 和夫 金芳堂 2016.6 9784765314374 10233426

指紋と近代 : 移動する身体の管理と統治の技法 高野 麻子 みすず書房 2016.2 9784622079675 10233204

権力の病理 : 誰が行使し誰が苦しむのか : 医療・人権・貧困 Farmer Paul 1959- みすず書房 2012.4 9784622076810 10233308

バッチの花療法 : その理論と実際 Scheffer Mechthild フレグランスジャーナル社 1994.12 4938344459 10233420

エドワード・バッチ心を癒す花の療法 : フラワー・セラピーの世界 WeeksNora Gray. 中央アート出版社 1994.8 4886396917 10233446

バッチフラワーエッセンス事典 : 花の力で癒す Blome Götz 東京堂出版 2003.3 4490106157 10233412

水の歴史 Miller Ian 原書房 2016.6 9784562053230 10233433

エコまち塾 伊藤 滋 鹿島出版会 2016.5 9784306073241 10233502

環境メディア・リテラシー : 持続可能な社会へ向かって Hadl Gabriele 関西学院大学出版会 2016.3 9784862832184 10233282

本当の夜をさがして : 都市の明かりは私たちから何を奪ったのか Bogard Paul 1966- 白揚社 2016.4 9784826990585 10233309

建築紛争の基礎知識 竹川 忠芳 大成出版社 2016.4 9784802832519 10233427

「東国の城」の進化と歴史 : 復元イラストでみる 西股 総生 河出書房新社 2016.4 9784309226620 10233360

マッキントッシュの世界 : 建築、インテリア、家具 -- トータルデザインの誕生 木村 博昭 平凡社 2002.3 9784582633948 10233576

チソカツ(地域素材利活用)の術 山下 保博 鹿島出版会 2016.5 9784306046399 10233538

原色石材大事典 : 色調、模様、吸水率、強度などがひと目でわかる! 全国建築石材工業会 誠文堂新光社 2016.5 9784416715130 10233466

日本の建築ディテール1964→2014 : 半世紀の流れのなかで選び抜かれた作品群 彰国社 彰国社 2016.5 9784395320615 10233356

3D間取りの教科書 = Textbook of the three-dimensional layout 建築家住宅の会 エクスナレッジ 2016.5 9784767821627 10233355

空調設備が一番わかる : 住まいからオフィスまで快適な屋内環境をつくり出す 大高 敏男 技術評論社 2016.5 9784774180427 10233175

インテリアの百科事典 日本インテリア学会 丸善出版 2016.5 9784621300367 10233386

検証福島第一原発事故 原子力資料情報室 七つ森書館 2016.4 9784822816513 10233295

100年に一人の椅子職人 : 長原實とカンディハウスのデザイン・スピリッツ 川嶋 康男 新評論 2016.5 9784794810380 10233511

ファストファッションはなぜ安い? 伊藤 和子 コモンズ 2016.4 9784861871269 10233294

スペイン修道院の食卓 : 歴史とレシピ スサエタ社 原書房 2016.4 9784562052912 10233280

洋菓子百科事典 吉田 菊次郎 白水社 2016.5 9784560092316 10233285

俺たちの地方博 : 三陸に200万人が集まった! 神田 隆 日本経済新聞社 1993.3 4532160863 10233445

ある地方博の死 : 世界・食の祭典'88の検証 鷲田 小彌太 亜璃西社 1988.12 4900541036 10233447

人口減少と地方創生 農政ジャーナリストの会 農政ジャーナリストの会 2016.3 9784541040794 10233253
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赤米 (あかごめ) のたどった道 : もうひとつの日本のコメ 福嶋 紀子 吉川弘文館 2016.5 9784642082938 10233522

もしもディズニーが店長だったら : 自分で考え自分から動ける人の育て方 大住 力 日経BP社 2013.4 9784822273132 10233248

サービス立国論 : 成熟経済を活性化するフロンティア 森川 正之 日本経済新聞出版社 2016.4 9784532356927 10233305

つながるカフェ : コミュニティの「場」をつくる方法 山納 洋 学芸出版社 2016.6 9784761513610 10233542

USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 : 成功を引き寄せるマーケティング入門 森岡 毅 KADOKAWA 2016.4 9784041041413 10233318

鉄道の誕生 : イギリスから世界へ 湯沢 威 創元社 2014.1 9784422203386 10233234

エアライン/エアポート・ビジネス入門 : 観光交流時代のダイナミズムと戦略 高橋 望 法律文化社 2016.4 9784589037541 10233293

観光地日光その整備充実の歴史 手嶋 潤一 随想舎 2016.4 9784887483231 10233476

「観光まちづくり」再考 : 内発的観光の展開へ向けて 安福 恵美子 古今書院 2016.3 9784772231787 10233172

「お客様の幸せ」のためにディズニーはまず「おそうじ」を考えた : リピート率No.1の
秘訣

安孫子 薫 小学館 2011.11 9784093882132 10233316

ディズニーリゾートの経済学 粟田 房穂 東洋経済新報社 2013.3 9784492314340 10233237

ディズニーランド「また行きたくなる」7つの秘密 : なぜか心をつかまれる「仕組み」と
「仕掛け」

生井 俊 こう書房 2008.11 9784769609889 10233325

ディズニーランド3つの教育コンセプト : 高校生でもプロ意識が生まれる 生井 俊 こう書房 2011.12 9784769610625 10233244

ディズニーの現場力 大住 力 かんき出版 2013.12 9784761269678 10233319

ディズニーランド最強上司の教え : 最恐上司町丸VS一番弟子香取 香取 貴信 こう書房 2013.3 9784769610915 10233245

9割をリピーターにするディズニーランドの人の育て方 : なぜ、9割のバイトが「満足」
を売れるのか?

草地 真 ぱる出版 2011.12 9784827206784 10233251

ディズニー"おもてなし"の伝え方 草地 真 ぱる出版 2014.3 9784827208498 10233320

ディズニーの「おもてなし」プラチナルール : お客様 (ゲスト) に300%の満足と感動を! Kober J. Jeff 日本文芸社 2014.1 9784537260557 10233322

ディズニーランドのホスピタリティ : 世界一のアルバイトはどのようにして生まれたの
か

: 新装版 小松田 勝 長崎出版 2010.8 9784860954178 10233419

「一緒に働きたい」と思われる心くばりの魔法 : ディズニーの元人材トレーナー50の
教え

櫻井 恵里子 サンクチュアリ出版 2016.5 9784801400238 10233324

ディズニーで学んだ人がグングン伸びる39の方法 志澤 秀一 すばる舎リンケージ 2015.10 9784799104521 10233250

商売のポイントは、すべてディズニーに学んだ 関 章二 ファーストプレス 2013.1 9784904336663 10233323

ディズニーランドのここがすごいよ! : 高収益を生み出す理由は運営の仕組みにあっ
た!

永野 まさる こう書房 2009.11 9784769610168 10233243

東京ディズニーリゾートの経営戦略 : strategy of Tokyo disney resort 中島 恵 三恵社 2013.12 9784864871648 10233429

ディズニー感動を生み続ける37のルール 濱名 均 日本能率協会マネジメントセンター 2013.9 9784820718789 10233241

9割がバイトでも最高の成果を生み出すディズニーのリーダー 福島 文二郎 KADOKAWA 2013.10 9784046000026 10233236

ディズニー大学 Lipp Doug アルファポリス 2014.1 9784434188251 10233311

進化系ビジネスホテルが予約がとれないほど人気なワケ : 活況に沸く「ビジネスホ
テル業界」最新勢力図

永宮 和美 洋泉社 2016.4 9784800309068 10233217
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20世紀の日本美術 : 同化から越境への軌跡 Lucken Michael 三好企画 2016.4 9784908287053 10233494

李禹煥他者との出会い : 作品に見る対峙と共存 Berswordt-Wallrabe Silke von みすず書房 2016.4 9784622079460 10233401

「失われた名画」の展覧会 池上 英洋 大和書房 2016.4 9784479392866 10233452

天才たちのスペイン 谷口 江里也 未知谷 2016.5 9784896424959 10233578

人工地獄 : 現代アートと観客の政治学 Bishop Claire フィルムアート社 2016.5 9784845915750 10233490

出会いを求めて : 現代美術の始源 李 禹煥 みすず書房 2016.5 9784622079910 10233481

津上みゆき時の景 : つなぐときつもるとき 津上 みゆき 求竜堂 2016.4 9784763016027 10233428

アンリ・マティス『ジャズ』再考 : 芸術的書物における切り紙絵と文字のインタラクショ
ン

大久保 恭子 三元社 2016.3 9784883034024 10233291

ピカソ : 二十世紀美術断想 粟津 則雄 生活の友社 2016.2 9784915919992 10233520

カラヴァッジョ伝記集 石鍋 真澄 平凡社 2016.3 9784582768381 10233560

見えないものを見る : カンディンスキー論 : 新装版 Henry Michel 1922- 法政大学出版局 2016.5 9784588140358 10233580

アッシジの聖フランシスコ 藤城 清治 女子パウロ会 2016.7 9784789607735 10233463

音楽と脳科学 : 音楽の脳内過程の理解をめざして Koelsch Stefan 北大路書房 2016.4 9784762829291 10233289

ミュージックスとの付き合い方 : 民族音楽学の拡がり 徳丸 吉彦 左右社 2016.4 9784865281439 10233456

数と音楽 : 美しさの源への旅 坂口 博樹 大月書店 2016.4 9784272440641 10233331

明治のワーグナー・ブーム : 近代日本の音楽移転 竹中 亨 中央公論新社 2016.4 9784120048418 10233314

なぜアーティストは生きづらいのか? : 個性的すぎる才能の活かし方 手島 将彦 リットーミュージック 2016.4 9784845628049 10233240

プログレッシヴ・ロックの哲学 巽 孝之 河出書房新社 2016.4 9784309277158 10233434

マイケル・ジャクソンの思想 安冨 歩 アルテスパブリッシング 2016.4 9784865591385 10233533

演説歌とフォークソング 瀧口 雅仁 彩流社 2016.4 9784779170560 10233218

演劇コミュニケーション学 蓮行 日本文教出版 2016.2 9784536600835 10233184

光のデッサンから舞台照明のつくり方まで : 舞台照明の基本 小川 昇 レクラム社 1996.5 9784947575005 10233359

舞台監督の仕事 : 舞台づくりの基本から仕掛けのテクニックまで 加藤 正信 レクラム社 1999.5 9784947575319 10233358

図解舞台美術の基礎知識 滝 善光 レクラム社 2005.1 9784947575333 10233366

コンサートライティング入門 加藤 憲治 レクラム社 2014.5 9784947575340 10233364

変貌する時代のなかの歌舞伎 : 幕末・明治期歌舞伎史 日置 貴之 笠間書院 2016.2 9784305707987 10233486

Japanese mythology in film : a semiotic approach to reading Japanese film and
anime

: cloth Okuyama Yoshiko Lexington Books c2015 9780739190920 10233370

Time and place are nonsense : the films of Seijun Suzuki Vick Tom Smithsonian Institution c2015 9780934686334 10233367
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映画監督小津安二郎の軌跡 : 芸術家として、認識者として 竹林 出 風濤社 2016.5 9784892194115 10233514

ウルトラマンは現代日本を救えるか 神谷 和宏 朝日新聞出版 2012.6 9784023310841 10233454

茶杓の魅力 : 茶人の心を映す 淡交社 2016.6 10233279

クトゥルフ2010 : クトゥルフ神話TRPG 坂本 雅之 KADOKAWA 2010.3 9784047306653 10233362

クトゥルフ2015 : クトゥルフ神話TRPG 坂本 雅之 KADOKAWA 2015.10 9784047306653 10233361

クトゥルフ神話TRPG : H. P. ラヴクラフト世界のホラーロールプレイング Lovecraft H. P. Kadokawa 2004.9 9784047294646 10233363

キルデスビジネス : リアリティショーRPG 齋藤 高吉 新紀元社 2013.9 9784775311745 10233559

Introducing translation studies : theories and applications : pbk Munday Jeremy Routledge 2016 9781138912557 10233283

翻訳技法実践論 : 『星の王子さま』をどう訳したか 稲垣 直樹 平凡社 2016.5 9784582837285 10233521

チョムスキー言語の科学 : ことば・心・人間本性 Chomsky Noam 1928- 岩波書店 2016.5 9784000611206 10233523

翻訳できない世界のことば Sanders Ella Frances 創元社 2016.4 9784422701042 10233350

方言の東西対立 柳田 征司 武蔵野書院 2010.4 9784838604227 10233334

意志・無意志 柳田 征司 武蔵野書院 2011.5 9784838604296 10233335

中世口語資料を読む 柳田 征司 武蔵野書院 2012.5 9784838604340 10233336

抄物、広大な沃野 柳田 征司 武蔵野書院 2013.4 9784838604456 10233337

音便の千年紀 上 柳田 征司 武蔵野書院
2014.5-
2015.5

9784838604524 10233338

音便の千年紀 下 柳田 征司 武蔵野書院
2014.5-
2015.5

9784838604579 10233339

主格助詞「ガ」の千年紀 柳田 征司 武蔵野書院 2016.4 9784838604647 10233340

日本語の謎を解く : 最新言語学Q&A 橋本 陽介 新潮社 2016.4 9784106037849 10233317

仮名遣書論攷 今野 真二 和泉書院 2016.2 9784757607774 10233473

日本語表現力 : アカデミック・ライティングのための基礎トレーニング 石塚 正英 朝倉書店 2016.3 9784254510492 10233168

大人のための書く全技術 斉藤 孝 KADOKAWA 2016.3 9784046012333 10233227

漢字のなりたち : 日英対訳 白川 静 平凡社 2016.5 9784582403374 10233493

もうこれで英語に挫折しない : マッキンゼーで14年間活躍できた私は英語をどう身
につけたか

赤羽 雄二 祥伝社 2016.4 9784396615581 10233226

なぜ、その英語では通じないのか? Petersen Mark 1946- 集英社インターナショナル 2016.4 9784797673203 10233222

VS英文法 : English grammar battle Craft Kathryn A. [学研プラス] [2016.4] 9784053040855 10233252

日常まるごと英語表現ハンドブック : 英語習慣をつくる! : act in English meaningful
authentic and personal

田中 茂範 コスモピア 2016.4 9784864540834 10233297

はじめての超カンタンおしゃべりフランス語 塚越 敦子 駿河台出版社 2016.5 9784411005403 10233491
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清華大學藏戰國竹簡 6 上册 李 学勤 中西書局 2010.12- 10233461

清華大學藏戰國竹簡 6 下册 李 学勤 中西書局 2010.12- 10233462

錢塘遺事校箋考原 劉 一清 中華書局 2016.3 9787101110876 10233507

曾公遺録 曾 布 中華書局 2016.3 9787101115468 10233508

関東の大凧揚げ習俗 文化庁文化財部 国土地理協会 2016.5 9784875529453 10233387

日蔵唐代漢字鈔本字形表 第1册 臧 克和 華東師範大學出版社 2016.2 10233274

日蔵唐代漢字鈔本字形表 第2册 臧 克和 華東師範大學出版社 2016.2 10233275

日蔵唐代漢字鈔本字形表 第3册 臧 克和 華東師範大學出版社 2016.2 10233276

日蔵唐代漢字鈔本字形表 [付録] 臧 克和 華東師範大學出版社 2016.2 10233277

平成26年度地域資源活用ネットワーク構築事業報告書 : 経済産業省 松井 博司 [大手前大学] 2014 10233352

ヘルシー志向スイーツ研究報告書 2015 松井 博司 ヘルシー志向スイーツ研究所 2016.5 10233353

国文学年次別論文集
平成24(2012)年 国文学
一般

学術文献刊行会 朋文出版 2013.12- 10233460
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■いたみ稲野キャンパス

気象予報士・予報官になるには 金子 大輔 ぺりかん社 2016.6 9784831514387 92040807

販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野 恵子 ぺりかん社 2016.6 9784831514400 92040806

最新医療事務入門 : 窓口業務から保険請求、統計業務まで 2016年版(第18版) 木津 正昭 医学通信社 2016.5 9784870586154 92040869

登録販売者合格教本 本間 克明 技術評論社 2016.5 9784774180755 92040797

新しい幸福論 橘木 俊詔 岩波書店 2016.5 9784004316053 20104594

細胞の中の分子生物学 : 最新・生命科学入門 森 和俊 講談社 2016.5 9784062579445 20104592

植物はなぜ動かないのか : 弱くて強い植物のはなし 稲垣 栄洋 筑摩書房 2016.4 9784480689573 20104591

「がん」では死なない「がん患者」 : 栄養障害が寿命を縮める 東口 高志 光文社 2016.5 9784334039219 20104593

人が集まる建築 : 環境×デザイン×こどもの研究 仙田 満 講談社 2016.4 9784062883665 20104559

不適切な日本語 梶原 茂 新潮社 2016.5 9784106106682 20104590

ココ・シャネルの真実 山口 昌子 講談社 2016.5 9784062816700 20104595

新・発達心理学ハンドブック 田島 信元 福村出版 2016.7 9784571230547 20104572

女ごころの発達臨床心理学 : オトコは知らない、オンナは気づかない人間関係のホ
ンネを探る女性学

長尾 博 福村出版 2016.5 9784571240591 20104585

よくわかる高齢者心理学 佐藤 眞一 ミネルヴァ書房 2016.6 9784623076550 20104573

こころをつなぐミュージックセラピー : ことばを超える音との対話 稲田 雅美 ミネルヴァ書房 2016.5 9784623076635 20104565

若い有権者のための政治入門 : 18歳から考える日本の未来 藤井 昇 勉誠出版 2016.4 9784585230427 20104557

法律学習マニュアル 弥永 真生 有斐閣 2016.4 9784641125841 20104552

高校から大学への法学 君塚 正臣 法律文化社 2016.4 9784589037404 20104551

近代立憲主義と現代国家 : 新装版 樋口 陽一 勁草書房 2016.5 9784326403196 20104580

よくわかる現代家族 神原 文子 ミネルヴァ書房 2016.5 9784623076833 20104575

よくわかる生涯学習 香川 正弘 ミネルヴァ書房 2016.5 9784623076314 20104574

Fashon tribes : global street style Tamagni Daniele 青幻舎インターナショナル 2016.4 9784861525452 20104564

科学の発見 Weinberg Steven 文藝春秋 2016.5 9784163904573 20104588

〈即戦力になる〉実験ノート入門 : 効果的なレポート・論文の書き方 吉村 忠与志 技術評論社 2016.5 9784774180694 20104539

化学入門 : 日常に役立つ基礎知識 大月 穣 東京化学同人 2016.5 9784807908868 20104583

自然地理のなぜ!?48 : 世界を歩いて謎を解く 松本 穂高 二宮書店 2016.4 9784817604057 20104549

人類のやっかいな遺産 : 遺伝子、人種、進化の歴史 Wade Nicholas 1942- 晶文社 2016.4 9784794969231 20104556
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アリス博士の人体メディカルツアー : 早死にしないための解剖学入門 Roberts Alice フィルムアート社 2016.3 9784845915903 20104582

肥満症診療ガイドライン 2016 日本肥満学会 ライフサイエンス出版 2016.4 9784897753430 20104538

患者さんも知りたいアレルギーの知識 : 日常生活で遭遇するアレルギーとその検査
法

宮本 昭正 医薬ジャーナル社 2016.4 9784753227891 20104544

セミナー子どもの食と栄養 上原 誉志夫 建帛社 2016.3 9784767950419 20104541

「がん治療」の正しい受け方 : 安心かつ適切な治療を受けるために 「きょうの健康」番組制作班 主婦と生活社 2016.7 9784391638769 20104577

食品学各論 : 食品素材と加工学の基礎を学ぶ 瀬口 正晴 化学同人 2016.4 9784759816419 20104542

食べ物と健康 1 池田 清和 化学同人 2016.4 9784759812480 20104545

食品表示はこう変わる 食品と科学社 2016.4 9784879940728 20104581

食品表示法ガイドブック : 判断に迷わない新しい食品表示基準のポイント 森田 満樹 ぎょうせい 2016.5 9784324101391 20104584

栄養関係法規集 栄養関係法規集編集委員会 建帛社 2016.4 9784767961873 20104554

栄養機能化学 栄養機能化学研究会 朝倉書店 2015.3 9784254431179 20104550

栄養教育論 中山 玲子 化学同人 2016.4 9784759816396 20104543

栄養教育論 赤松 利恵 東京化学同人 2016.4 9784807916719 20104546

公衆栄養学概論 古畑 公 同文書院 2016.4 9784810314564 20104548

ステップアップ臨地・校外実習 長谷川 輝美 建帛社 2016.4 9784767905716 20104576

わかりやすい子どもの保健 西村 昂三 同文書院 2016.4 9784810314595 20104547

模型づくりからはじめる建築製図の基礎 小杉 学 彰国社 2016.5 9784395320578 20104537

環境共生住宅早わかり設計ガイド : 30の手法と10の住まい方 戸建住宅編 環境共生住宅推進協議会 創樹社 2016.4 9784883510979 20104536

バイオテクノロジー入門 高畑 京也 建帛社 2016.4 9784767946399 20104540

感覚する服 松居 エリ 工作舎 2016.4 9784875024712 20104567

美の巨匠・植村秀のことば 植村 秀 宝島社 2016.5 9784800251879 20104566

スパイスカレー事典 みずの じんすけ パイインターナショナル 2016.5 9784756247797 20104578

たのしい調理 : 基礎と実習 山内 知子 医歯薬出版 2016.4 9784263706534 20104562

観光マーケティング入門 森下 晶美 同友館 2016.5 9784496052064 20104586

Shadow type : クラシック3Dレタリングの世界 Heller Steven グラフィック社 2016.3 9784766128604 20104579

もっと知りたい棟方志功 : 生涯と作品 石井 頼子 東京美術 2016.5 9784808710606 20104561

大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑 学 有斐閣 2016.4 9784641174207 20104555

ジェイムズ・ジョイス 金田 法子 清水書院 2016.6 9784389421946 20104558
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未来を拓く稼ぐ力 中小企業庁 日経印刷 2016.6 9784865790474 20104571

家計調査年報
平成27年 1 家計収支
編

総理府統計局 日本統計協会 1953- 9784822338756 20104563

子ども・若者白書 平成28年版 内閣府 中和印刷 2010.12- 9784865790528 20104570

高齢社会白書 平成28年版 総務庁 大蔵省印刷局 1996.11- 9784865790511 20104569

医者からもらった薬がわかる本 2016-2017年版 木村 繁 社会保険法規研究会 1988.4- 9784865133004 20104553

地球温暖化対策の新たなステージ 環境省 日経印刷 2016.6 9784865790450 20104560

公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の現況 平成28年版 公害等調整委員会 大蔵省印刷局 1985- 9784904225219 20104568

NHK日本語発音アクセント新辞典 日本放送協会放送文化研究所 NHK出版 2016.5 9784140113455 20104587
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■史学研究所   (※　史学研究所の所蔵図書は全て館内閲覧のみとなります。)

国指定史跡阿津賀志山防塁 (あつかしやまぼうるい) 整備基本構想 : 概要版 国見町教育委員会 国見町教育委員会 [2015] 14044609

宮原町遺跡 : 郵便施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 2 スナガ環境測設株式会社 高崎市教育委員会 2016.3 14044686

宮原町遺跡 : 郵便施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 [1] スナガ環境測設株式会社 高崎市教育委員会 2016.3 14044687

考古資料でたどる調布の三万年 調布市郷土博物館 調布市郷土博物館 2015.10 14044689

遺跡講演会「岩手県宮古市の縄文文化 : 東日本大震災復興支援で結ばれた宮古
市と小田原市の絆」資料集

小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2015.11 14044660

小田原市遺跡調査発表会 : 発表要旨 平成27年 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2001.11- 14044661

高田宮町遺跡第III地点 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2016.3 14044662

小田原城下香沼屋敷跡第VIII地点 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2016.3 14044663

別堀十二天遺跡第VIII地点 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2016.3 14044664

史跡小田原城跡御用米曲輪発掘調査概要報告書 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2016.3 14044665

史跡古津八幡山弥生の丘展示館企画展関連講演会記録集 平成27年度 新潟市文化財センター 新潟市文化財センター 2016.3 14044690

ふるさと発掘物語 : 森田の遺跡の調査から : 平成24年度企画展 : 参考パンフレット 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2012.9] 14044670

ミゾ・Mizo・みぞ : 高柳遺跡の溝展 : 平成23年度企画展 : 参考パンフレット 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 2011.12 14044675

古墳絶頂 : 平成27年度企画展 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2015.7] 14044673

古墳誕生 : 平成26年度企画展 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2014.7] 14044671

大陸をみつめた王たち : 5世紀ふくいから : 参考パンフレット : 平成22年度企画展 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2010.7] 14044667

中世城 (Shiro)・館 (Yakata)・寺 (Tera) を掘る 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2015.10] 14044674

土の中の祈り : 参考パンフレット : 平成22年度企画展 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2010.10] 14044668

縄文人のいた時代 : 平成24年度企画展 : パンフレット 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2012.6] 14044669

日本海の潟湖と古墳の動態 : 北陸からの視点 : 予稿集 研究集会「海の古墳を考えるV」実行委員会
研究集会「海の古墳を考えるV」実行委員会(福井)
: 海の古墳を考える会

2015.12 14044601

発掘速報展 : 参考パンフレット 平成22年度 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 2011.2- 14044676

発掘速報展 : 参考パンフレット 平成23年度 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 2011.2- 14044677

発掘速報展 : 参考パンフレット 平成24年度 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 2011.2- 14044678

発掘速報展 : 参考パンフレット 平成25年度 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 2011.2- 14044679

発掘速報展 : 参考パンフレット 平成26年度 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 2011.2- 14044680

発掘速報展 : 参考パンフレット 平成27年度 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 2011.2- 14044681

墨書土器の世界 : 平成26年度企画展 福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター [2014.10] 14044672
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都田山十六遺跡 2次 浜松市教育委員会 浜松市教育委員会 : 浜松市市民部文化財課 2014.12- 14044666

静岡県磐田市市内遺跡確認調査報告書 : 国庫及び県費補助事業に伴う市内遺跡
発掘調査等事業

平成26年度 磐田市埋蔵文化財センター 磐田市教育委員会 2010.3- 14044595

慶州 月城 : 基礎學術調査 報告書 1: 研究報告書 慶州文化財研究所 국립경주문화재연구소 2010.2 14044700

慶州 月城 : 基礎學術調査 報告書 2: 精密測量調査 慶州文化財研究所 국립경주문화재연구소 2010.2 14044701

慶州 月城 : 基礎學術調査 報告書 3: 地下 慶州文化財研究所 국립경주문화재연구소 2010.2 14044702

慶州 月城 : 基礎學術調査 報告書
4: 地形・植生 및 石氷
庫 調査

慶州文化財研究所 국립경주문화재연구소 2010.2 14044703

慶州 月城 : 基礎學術調査 報告書 5: 城壁 安定性 調査 慶州文化財研究所 국립경주문화재연구소 2010.2 14044704

慶州 月城 : 基礎學術調査 報告書 6: 關係資料集 慶州文化財研究所 국립경주문화재연구소 2010.2 14044705

慶州 月城 : 基礎學術調査 報告書 7: 要約報告書 慶州文化財研究所 국립경주문화재연구소 2010.2 14044706

汉代合浦港考古与海上丝绸之路 熊 昭明 文物出版社 2015.12 9787501044788 14044698

科技考古 第4辑 中国社会科学院考古研究所考古科技中心 中國社会科学出版社 2005.10- 14044696

青岛考古 2 青岛市文物保护考古研究所 科学出版社 2015.10 9787030458315 14044697

湖北史前城址 孟華平 科学出版社 2015.12 9787030466440 14044699

The Marshall albums : photography and archaeology Guha Sudeshna Mapin Pub. 2010 14044695

南画家伊豆原麻谷とその時代 : 秋季特別展 みよし市立歴史民俗資料館 みよし市立歴史民俗資料館 2015.10 14044612

永井遺跡 2 四日市市教育委員会 四日市市教育委員会 2015.8 14044688

国庫補助対象遺跡発掘調査報告書 平成26年度 守山市教育委員会 守山市教育委員会 2004- 14044605

地のまつりと水のまつり : 古代の役所と祭祀 : 平成27年度特集展示 栗東歴史民俗博物館 2015.11 14044607

発掘された馬と渡来人 近つ飛鳥博物館 大阪府立近つ飛鳥博物館 2015.7 14044613

発掘調査概要 平成27年度 岸和田市教育委員会 岸和田市教育委員会 1983.3- 14044622

たかつき文化財地図 [2013年3月] 高槻市立埋蔵文化財調査センター [高槻市立埋蔵文化財調査センター] 2009.1 14044619

大王墓にみる動物埴輪 : 平成27年度夏季企画展「シリーズハニワールドへようこ
そ」

高槻市立今城塚古代歴史館 高槻市立今城塚古代歴史館 2015.7 14044615

藤井寺市文化財分布図 藤井寺市教育委員会 藤井寺市教育委員会 2002.3 14044602

泉南市遺跡群発掘調査報告書 33 泉南市教育委員会 泉南市教育委員会 1988.3- 14044633

馬のいななきと王の光 : 継体天皇と河内の馬飼い : 市制施行45周年記念・開館30
周年記念特別展

四條畷市教育委員会
四条畷市教育委員会 : 四条畷市立歴史民俗資料
館

2015.10 14044683

阪南市埋蔵文化財発掘調査概要 33 阪南市教育委員会社会教育課 阪南市教育委員会社会教育課 1992.3- 14044624

鳥取南遺跡発掘調査報告書 90-1区・14-2区
阪南市教育委員会生涯学習部生涯学習推
進室

阪南市教育委員会生涯学習部生涯学習推進室 2016.3 14044623

祇園遺跡第17・18次発掘調査報告書 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会文化財課 2016.3 14044598
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祇園遺跡第21次発掘調査報告書 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会文化財課 2016.3 14044583

神戸市指定文化財調査報告書 平成25・26年度
神戸市教育委員会事務局社会教育部文化
財課

神戸市教育委員会事務局社会教育部文化財課 2001- 14044685

神戸市埋蔵文化財年報 平成25年度 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会 1983.11- 14044582

神戸市埋蔵文化財分布図 平成23年3月 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会 1992- 14044626

神戸市埋蔵文化財分布図 平成24年3月 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会 1992- 14044627

神戸市埋蔵文化財分布図 平成25年3月 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会 1992- 14044628

神戸市埋蔵文化財分布図 平成27年度版 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会 1992- 14044629

石の道具・木の道具・カネの道具 神戸市教育委員会文化財課 神戸市教育委員会文化財課 2015.7 14044596

日暮遺跡第39次調査埋蔵文化財発掘調査報告書 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会文化財課 2016.2 14044606

Tsubohori : 姫路市埋蔵文化財調査略報 2015 姫路市教育委員会文化部文化課 姫路市教育委員会文化部文化課 1997.3- 14044693

宮山古墳 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市埋蔵文化財センター 2015.10 14044694

御着城跡 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市埋蔵文化財センター 2016.2 14044692

西脇・多可の中世の祈り : 巡回共同企画展 : 北はりま定住自立圏連携事業 西脇市教育委員会 西脇市教育委員会 2016.1 14044608

小谷遺跡 : 加西市立北条小学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書 第1次 加西市教育委員会 加西市教育委員会 1992.3- 14044611

戦後70年福崎と戦争の記憶 : 平成27年度特別展 神崎郡歴史民俗資料館 福崎町教育委員会 2015.7 14044614

京奈和自動車道建設に係る巨勢山773号墳の発掘調査 7 御所市教育委員会 御所市教育委員会 2015.12 14044600

観音寺本馬遺跡 : 奈良県御所 (ごせ) 市 : 京奈和自動車道建設に係る事前発掘調
査報告

御所市教育委員会 御所市教育委員会 2015.12 14044599

史跡金剛山 : 奈良県御所市 : 携帯電話基地局設置に伴う発掘調査 4 御所市教育委員会 御所市教育委員会 2007.9- 14044597

湯川氏の城・館・城下町 : 紀中・紀南の旗頭 : 公開シンポジウム : 発表資料集 和歌山県文化財センター 和歌山県文化財センター 2016.1 14044610

史跡青木遺跡(5号地) 米子市教育委員会 米子市教育委員会 2016.3 14044691

高浜I遺跡 (2区) 島根県埋蔵文化財調査センター 島根県教育委員会 2016.3 14044617

川島廃寺跡 : 平成27年度国庫補助事業報告書 吉野川市教育委員会 吉野川市教育委員会 2016.3 14044621

神宮高田遺跡・四村額ヶ内遺跡 : 第3次調査 今治市教育委員会 今治市教育委員会 2016.3 14044659

個人民間開発に伴う調査 平成26年度 今治市教育委員会 今治市教育委員会 2012.3- 14044657

市公共事業に伴う調査 平成26年度 今治市教育委員会 今治市教育委員会 2012.3- 14044658

鬼北の『鬼』の起源とは? : 中世等妙寺の世界観にせまる : 山本義孝氏講演会記録
報告集 : 平成27年度鬼北町埋蔵文化財活用事業『国史跡等妙寺旧境内』講演会

山本 義孝 鬼北町 : 鬼北町教育委員会 2016.3 14044682

鬼北地域の「城の読み方」を考える 鬼北町
鬼北町 : 鬼北町教育委員会 : 鬼北の文化財利活
用戦略会議

2016.3 14044684

四王寺山の一三五〇年 : 大野城から祈りの山へ 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2015.10 14044630
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時末遺跡第1・2次 ; 永久笠田遺跡第2次 : 福岡県豊前市永久所在遺跡の調査 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044585

西ノ原遺跡第3・4次 ; 大西遺跡第4次 : 福岡県豊前市所在遺跡の調査 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044586

和井田遺跡 ; 成恒山ノ内遺跡 ; 八ツ並下ノ原遺跡 : 福岡県築上郡吉富町・上毛町
所在遺跡の調査 : 一般県道吉冨港線・山内吉冨線関係埋蔵文化財調査報告

福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044591

塔田琵琶田遺跡第3・5次 ; 塔田五反田遺跡 ; 塔田キカス遺跡第2次 : 福岡県豊前
市塔田・久路土所在遺跡の調査

下巻(図版編) 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044593

塔田琵琶田遺跡第3・5次 ; 塔田五反田遺跡 ; 塔田キカス遺跡第2次 : 福岡県豊前
市塔田・久路土所在遺跡の調査

上巻(本文編) 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044592

湯柱遺跡 : 都市計画道路志免・宇美線街路事業関係文化財調査報告 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044594

福岡県の中近世城館跡 3 福岡県教育委員会 福岡県教育委員会 2014.3- 14044584

塔田琵琶田遺跡第4次 : 福岡県豊前市久路土所在遺跡の調査 図版編 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044588

塔田琵琶田遺跡第4次 : 福岡県豊前市久路土所在遺跡の調査 本文編 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044587

塔田琵琶田遺跡第6次 : 福岡県豊前市久路土所在遺跡の調査 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044589

四ッ塚山遺跡 ; 鏡迫古墳群 ; 上唐原榎町遺跡3・4次調査 : 福岡県築上郡上毛町所
在遺跡の調査

福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2016.3 14044590

大宰府政庁周辺官衙跡 : 政庁前面広場地区 8 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2010.3- 14044631

大宰府史跡発掘調査報告書 9 : 平成26・27年度 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2001.3- 14044632

史跡宇土城跡保存管理計画書 宇土市教育委員会 熊本県宇土市教育委員会 2016.3 14044634

沖代地区条里跡43次調査 : 集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 中津市教育委員会 中津市教育委員会 2016.3 14044604

石川考古学の50年 : 石川考古学研究会設立50周年記念誌 石川考古学研究会 石川考古学研究会 1998.10 14044656

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和52年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044653

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和53年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044654

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和54年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044655

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和55年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044639

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和56年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044640

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和57年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044641

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和58年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044642

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和59年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044643

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和60年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044644

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和61年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044645

京都大学構内遺跡調査研究年報 昭和62年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044649

京都大学構内遺跡調査研究年報 1992年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044650
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京都大学構内遺跡調査研究年報 1993年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044651

京都大学構内遺跡調査研究年報 1994年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044646

京都大学構内遺跡調査研究年報 1995年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044647

京都大学構内遺跡調査研究年報 1996年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044652

京都大学構内遺跡調査研究年報 1999年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044636

京都大学構内遺跡調査研究年報 2008年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044648

京都大学構内遺跡調査研究年報 2011・2012年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044638

京都大学構内遺跡調査研究年報 2013年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044637

京都大学構内遺跡調査研究年報 2014年度 京都大学埋蔵文化財研究センター 京都大学埋蔵文化財研究センター 1977.3- 14044635

古墳時代における政権と畿内地域 : 古代学研究会 : 2015年度シンポジウム資料集 古代学研究会 古代学研究会 2015.12 14044603

鳥取砂丘の遺跡 : 追後遺跡, 長者ヶ庭第1・第2遺跡分布調査の概要 : 直浪遺跡発
掘調査の概要

鳥取大学地域学部考古学研究室 鳥取大学地域学部考古学研究室 2016 14044620

日本考古学年報 67(2014年度版) 日本考古学協会 日本考古学協会 1951- 14044625

団子山古墳3 : 福島県須賀川市団子山古墳第5次調査報告書 福島大学行政政策学類
福島大学行政政策学類 : 福島大学行政政策学類
考古学研究室

2016.3 14044618

遺跡をまもってまちづくり : 明日の埋蔵文化財保護行政を担う [平成27年度第1回] 文化庁 文化庁 : 明治大学文学部 [2015.7]- 14044616

24/26



書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

◆視聴覚資料　（※視聴覚資料は館内閲覧のみです。）

■さくら夙川キャンパス

シッコ Moore Michael ギャガ (発売・販売) 2015.3 10233443
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■いたみ稲野キャンパス

ニューヨーク・バーグドルフ : 魔法のデパート Miele Matthew アルバトロス (発売・販売) 2014.9 20104589
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