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書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

■さくら夙川キャンパス

色紙が伝える人間力 : 若い君達への応援メッセージ 景山 哲臣 景山哲臣 2016.6 9784907429058 10236259

サイバーセキュリティ新時代 : あらゆる変化へ柔軟な対応を 情報処理推進機構 情報処理推進機構 2015.7 9784905318316 10236207

新全訳古語辞典 林 巨樹 大修館書店 2017.1 9784469021219 10236121

知の操縦法 佐藤 優 平凡社 2016.12 9784582824841 10236084

パソコンで「音」を処理する 君島 武志 工学社 2016.12 9784777519842 10236020

超監視社会 : 私たちのデータはどこまで見られているのか? Schneier Bruce 1963- 草思社 2016.12 9784794222374 10236099

図書館の自由ニューズレター集成 4 2011-2015 日本図書館協会図書館の自由委員会 日本図書館協会 -2006.3 9784820416128 10236161

NDC10版改訂箇所一覧 大曲 俊雄 日本図書館協会 2016.9 9784820416104 10236209

高齢社会につなぐ図書館の役割 : 高齢者の知的欲求と余暇を受け入れる試み 溝上 智恵子 学文社 2012.9 9784762023194 10236243

明日へつなぐ学校図書館 : 学図研の30年 学校図書館問題研究会 学校図書館問題研究会 2016.7 10236223

本を読む 安野 光雅 山川出版社 2016.12 9784634151093 10236044

あらゆる文士は娼婦である : 19世紀フランスの出版人と作家たち 石橋 正孝 白水社 2016.1 9784560095157 10236048

初期絵画とペン画 : 富士正晴記念館所蔵 富士 正晴 茨木市立中央図書館併設富士正晴記念館 2016.2 10236233

豊饒の房総 : 千葉県立中央博物館展示案内 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館 2015.3 10236221

よみがえれ!シーボルトの日本博物館 = Revisiting Siebold's Japan Museum 国立歴史民俗博物館 青幻舎 2016.7 9784861525605 10236175

日本語とジャーナリズム 武田 徹 晶文社 2016.11 9784794968272 10236080

米国大統領への手紙 : 市丸利之助中将の生涯 ; 高村光太郎と西洋 勉誠出版 2017.1 9784585294078 10235989

アランの「幸福論」 Alain 1868-1951 ウェッジ 2016.12 9784863101715 10236115

四つのエコロジー : フェリックス・ガタリの思考 上野 俊哉 河出書房新社 2016.11 9784309247830 10236041

みてみて。 : いろいくの絵本 志田 悦子 日本色育推進会 2013.11 10236254

嗅覚と自伝的記憶に関する心理学的研究 山本 晃輔 風間書房 2016.11 9784759921489 10235990

生涯発達心理学 : 認知・対人関係・自己から読み解く 鈴木 忠 有斐閣 2016.12 9784641220744 10236113

･ 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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心理療法における「私」との出会い : 心理療法・表現療法の本質を問い直す 皆藤 章 創元社 2014.4 9784422113708 10236002

レジリエンス : こころの回復とはなにか Tisseron Serge 白水社 2016.12 9784560510094 10236126

オープンダイアローグ Seikkula Jaakko 日本評論社 2016.3 9784535984219 10236013

風水説研究 寺本 健三 寺本健三 2016.5 10236258

神のかたち図鑑 : カラー版 松村 一男 白水社 2016.12 9784560095133 10236030

役行者伝記集成 : 新装版 銭谷 武平 東方出版 2016.12 9784862492777 10236022

出エジプト記 平川 勝則 文芸社 2016.12 9784286178103 10236049

聖書入門 Sellier Philippe 講談社 2016.12 9784062586429 10236116

宣教師ザビエルと被差別民 沖浦 和光 筑摩書房 2016.12 9784480016478 10236117

3年でプロになれる脚本術 尾崎 将也 河出書房新社 2016.11 9784309277844 10236076

ノーベル文学賞 : 「文芸共和国」をめざして 柏倉 康夫 吉田書店 2016.12 9784905497479 10236064

世界文学の構造 : 韓国から見た日本近代文学の起源 曺 泳日 岩波書店 2016.12 9784000611688 10236054

大岡昇平 : 文学の軌跡 川西 政明 河出書房新社 2016.11 9784309025339 10236026

狂うひと : 「死の棘」の妻・島尾ミホ 梯 久美子 新潮社 2016.1 9784104774029 10236052

三島由紀夫の時代 : 芸術家11人との交錯 松本 徹 水声社 2016.11 9784801002050 10236037

日本人はなぜ、五七五七七の歌を愛してきたのか 錦 仁 笠間書院 2016.12 9784305708243 10236074

稀代の本屋蔦屋重三郎 増田 晶文 草思社 2016.12 9784794222480 10236087

吉本隆明と『共同幻想論』 山本 哲士 晶文社 2016.12 9784794969477 10235998

心的現象論本論 吉本 隆明 文化科学高等研究院出版局 2008.7 9784434118340 10236249

Ishibumi : a memorial to the atomic annihilation of 321 students of Hiroshima
second middle school

広島テレビ放送株式会社 Poplar Publishing c2016 9784591152485 10236125

大坂の陣 : 近代文学名作選 日高 昭二 岩波書店 2016.11 9784000611596 10236055

佐々木基一年譜・書誌 佐々木基一全集刊行会 佐々木基一全集刊行会 2016.12 10236251

从?知語言学的角度浅析魯迅作品 : 魯迅をシナジーで読む 花村 嘉英 ??理工大学出版社 2015.11 9787562844075 10236252

中國文學思想管見 橋本 循 橋本循記念會 2016.9 9784831837318 10236247

漢詩放談 一海 知義 藤原書店 2016.12 9784865780994 10236045

時の一雫 : セーニー・サオワポン選集 Seni Sauvapong 1918- 大同生命国際文化基金 2016.12 10236246

囚われた天使たちの丘 Nguy?n Ng?c Thu?n 1972- 大同生命国際文化基金 2016.9 10236245

悲劇の構造 : シェイクスピアと懐疑の哲学 Cavell Stanley 1926- 春秋社 2016.1 9784393323519 10236092
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ドラキュラの精神史 小野 俊太郎 彩流社 2016.12 9784779170829 10236118

神よ、あの子を守りたまえ Morrison Toni 1931- 早川書房 2016.11 9784152096494 10236027

昔なつかしいクリスマス Irving Washington 1783-1859 三元社 2016.12 9784883034147 10236063

鷲と蛇の闘い : シェリー中期散文集 Shelley Percy Bysshe 1792-1822 南雲堂 2016.12 9784523293286 10236094

美女と野獣 : オリジナル版
Villeneuve Gabrielle-Suzanne Barbot Gallon
dame de ca. 1695-1755

白水社 2016.12 9784560095256 10236036

幻想の坩堝 : ベルギー・フランス語幻想短編集 Maeterlinck Maurice 1862-1949 松籟社 2016.12 9784879843524 10236108

複数性の言葉(エクリチュールの言葉) Blanchot Maurice 1907-2003 筑摩書房 2016.11 9784480775511 10235991

太陽の石 Paz Octavio 1914-1998 文化科学高等研究院出版局 2014.3 9784938710873 10236248

真理の探究 : 仏教と宇宙物理学の対話 佐々木 閑 幻冬舎 2016.11 9784344984394 10236142

織田信長の城 加藤 理文 講談社 2016.12 9784062884051 10236132

ホセ・ムヒカ : 日本人に伝えたい本当のメッセージ 萩 一晶 朝日新聞出版 2016.12 9784022736963 10236139

戦争する国にしないための中立国入門 礒村 英司 平凡社 2016.12 9784582858327 10236135

経済学のすすめ : 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 岩波書店 2016.1 9784004316220 10236128

性と国家 北原 みのり 河出書房新社 2016.11 9784309247854 10236134

徹底調査子供の貧困が日本を滅ぼす : 社会的損失40兆円の衝撃 日本財団子どもの貧困対策チーム 文藝春秋 2016.9 9784166610921 10236141

パブリック・スクール : イギリス的紳士・淑女のつくられかた 新井 潤美 岩波書店 2016.11 9784004316305 10236129

新大陸が生んだ食物 : トウモロコシ・ジャガイモ・トウガラシ : カラー版 高野 潤 中央公論新社 2015.4 9784121023162 10236140

SMAPと平成ニッポン : 不安の時代のエンターテインメント 太田 省一 光文社 2016.12 9784334039615 10236137

「ヒットソング」の作りかた : 大滝詠一と日本ポップスの開拓者たち 牧村 憲一 NHK出版 2016.12 9784140885062 10236143

ジャニーズと日本 矢野 利裕 講談社 2016.12 9784062884020 10236144

アニメを3D (サンジゲン) に! 松浦 裕暁 星海社 2016.11 9784061386051 10236138

茶書は語る 原田 茂弘 淡交社 2016.12 9784473041463 10236136

千利休 八尾 嘉男 淡交社 2016.12 9784473041357 10236131

文学としてのドラゴンクエスト : 日本とドラクエの30年史 さやわか コアマガジン 2016.12 9784864369466 10236127

夏目漱石 十川 信介 岩波書店 2016.11 9784004316312 10236130

神話で読みとく古代日本 : 古事記・日本書紀・風土記 松本 直樹 筑摩書房 2016.6 9784480068958 10236133

佐藤一斎--克己の思想 栗原 剛 講談社 2016.12 9784062923972 10236157

内的時間意識の現象学 Husserl Edmund 1859-1938 筑摩書房 2016.12 9784480097682 10236159
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思春期をめぐる冒険 : 心理療法と村上春樹の世界 岩宮 恵子 創元社 2016.12 9784422000633 10236155

モスクが語るイスラム史 : 建築と政治権力 羽田 正 筑摩書房 2016.12 9784480097385 10236154

『あしたのジョー』と梶原一騎の奇跡 斎藤 貴男 朝日新聞出版 2016.12 9784022618856 10236158

ディケンズ Dickens Charles 1812-1870 集英社 2016.2 9784087610383 10236149

マーク・トウェイン = Mark Twain Twain Mark 1835-1910 集英社 2016.3 9784087610390 10236150

ブロンテ姉妹 = The Bront? Sisters Bront? Charlotte 1816-1855 集英社 2016.11 9784087610451 10236152

ゲーテ = Johann Wolfgang von Goethe Goethe Johann Wolfgang von 1749-1832 集英社 2015.1 9784087610352 10236147

カフカ = Franz Kafka Kafka Franz 1883-1924 集英社 2015.1 9784087610345 10236146

青い鳥 Maeterlinck Maurice 講談社 2016.12 9784062935401 10236156

バルザック Balzac Honor? de 1799-1850 集英社 2015.12 9784087610369 10236148

フローベール = Gustave Flaubert Flaubert Gustave 1821-1880 集英社 2016.4 9784087610406 10236151

セルバンテス = Miguel de Cervantes Saavedra Cervantes Saavedra Miguel de 1547-1616 集英社 2016.12 9784087610468 10236153

地域史と世界史 羽田 正 ミネルヴァ書房 2016.1 9784623071128 10236006

戦後歴史学という経験 安丸 良夫 岩波書店 2016.12 9784000611671 10236056

僧兵盛衰記 渡辺 守順 吉川弘文館 2017.1 9784642067218 10236110

羽柴を名乗った人々 黒田 基樹 KADOKAWA 2016.11 9784047035997 10236085

日本近現代史入門 : 黒い人脈と金脈 広瀬 隆 集英社インターナショナル 2016.11 9784797673364 10236023

坂東の成立 : 飛鳥・奈良時代 川尻 秋生 吉川弘文館 2017.2 9784642068192 10236029

古地図で見る京都 : 『延喜式』から近代地図まで 金田 章裕 平凡社 2016.11 9784582468199 10236025

十字軍とイスラーム世界 : 神の名のもとに戦った人々 Stark Rodney 新教出版社 2016.11 9784400227243 10236028

都市・身分・新世界 Ruggiu Fran?ois-Joseph 山川出版社 2016.11 9784634475090 10236066

L' histoire ancienne jusqu'? C?sar : deuxi?me r?daction : ?dition d'apr?s le
manuscrit OUL 1 de la biblioth?que de l'Universit? Otemae (ancien Phillipps
23240), ?tude de langue, glossaire et index nominum

t. 1 大高 順雄 Paradigme 2016 9782868783059 10236237

L' histoire ancienne jusqu'? C?sar : deuxi?me r?daction : ?dition d'apr?s le
manuscrit OUL 1 de la biblioth?que de l'Universit? Otemae (ancien Phillipps
23240), ?tude de langue, glossaire et index nominum

t. 2 大高 順雄 Paradigme 2016 9782868783097 10236238

スペインレコンキスタ時代の王たち : 中世800年の国盗り物語 西川 和子 彩流社 2016.12 9784779122804 10236021

ロシア検定テキストブック 武田 洋平 国際知識普及協会 2016.5 9784908708008 91056613

日本で初めて労働組合をつくった男 : 評伝・城常太郎 牧 民雄 同時代社 2015.6 9784886837837 10236257

上質へのこだわりを貫いて : スモール・イズ・ベストの経営思想 水上 敏男 文芸社 2016.12 9784286175102 10236095

中国近代化の開拓者・盛宣懐と日本 久保田 文次 留園 2008.12 9784895143257 10236244
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ヒトラーの絞首人ハイドリヒ Gerwarth Robert 白水社 2016.12 9784560095218 10236031

ウィリアム・モリスの遺したもの : デザイン・社会主義・手しごと・文学 川端 康雄 岩波書店 2016.12 9784000222334 10236057

頑張れ!日本 : 国際社会へ羽ばたく世代に 松山 幸雄 創英社/三省堂書店 2016.12 9784881426036 10236059

21世紀の豊かさ : 経済を変え、真の民主主義を創るために 中野 佳裕 コモンズ 2016.1 9784861871375 10236050

東アジアの王権と思想 渡辺 浩 東京大学出版会 2016.12 9784130301626 10236051

ナショナリズムとマスメディア : 連帯と排除の相克 津田 正太郎 勁草書房 2016.11 9784326602940 10235996

中国山地過疎50年 中国新聞社 未來社 2016.12 9784624411039 10236107

脱・限界集落はスイスに学べ : 住民生活を支えるインフラと自治 川村 匡由 農山漁村文化協会 2016.11 9784540151057 10236103

世界はなぜ争うのか : 国家・宗教・民族と倫理をめぐって 福田 康夫 朝倉書店 2016.3 10236234

法を学ぶ人のための文章作法 = Writing strategies for those studying law 井田 良 有斐閣 2016.12 9784641125896 10236019

ミクロ動機とマクロ行動 Schelling Thomas C. 1921- 勁草書房 2016.11 9784326550760 10236046

経済数学早わかり 西村 和雄 日本評論社 1982.9 4535572755 10236242

東アジア高度成長の歴史的起源 堀 和生 京都大学学術出版会 2016.11 9784814000548 10236005

渋沢栄一 : 日本近代の扉を開いた財界リーダー 宮本 又郎 PHP研究所 2016.11 9784569834214 10236089

松下幸之助 : 理念を語り続けた戦略的経営者 加護野 忠男 PHP研究所 2016.11 9784569834221 10236091

土光敏夫 : ビジョンとバイタリティをあわせ持つ改革者 橘川 武郎 PHP研究所 2017.1 9784569834238 10236090

日本のビジネスシステム : その原理と革新 加護野 忠男 有斐閣 2016.11 9784641164918 10236081

海外勤務は怖くない!? : グローバル化を乗り切る海外出向のポイント 芝 博 清風堂書店 2016.5 9784883138456 10236235

加藤秀俊社会学選集 上 加藤 秀俊 人文書院 2016.11 9784409241110 10236038

加藤秀俊社会学選集 下 加藤 秀俊 人文書院 2016.11 9784409241127 10236039

戦後日本社会学のリアリティ : せめぎあうパラダイム 池岡 義孝 東信堂 2016.1 9784798913926 10236068

モダニティと空間の物語 : 社会学のフロンティア 吉原 直樹 東信堂 2011.5 9784798900537 10236069

交錯する多文化社会 : 異文化コミュニケーションを捉え直す 河合 優子 ナカニシヤ出版 2016.12 9784779511141 10236086

「いい質問」が人を動かす 谷原 誠 文響社 2016.1 9784905073499 10236072

現代日本の地域格差 : 2010年・全国の市町村の経済的・社会的ちらばり 蓮見 音彦 東信堂 2016.11 9784798913919 10236001

えた非人 : 社会外の社会 柳瀬 勁介 河出書房新社 2016.11 9784309226897 10236034

セクシュアル・マイノリティの法律相談 : LGBTを含む多様な性的指向・性自認の法
的問題

東京弁護士会性の平等に関する委員会セ
クシュアル・マイノリティプロジェクトチーム

ぎょうせい 2016.12 9784324102091 10236016

日本の「ゲイ」とエイズ : コミュニティ・国家・アイデンティティ 新ヶ江 章友 青弓社 2013.7 9784787233578 10236003
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「震災復興と埋蔵文化財」シンポジウムの記録 : 付載巡回パネル展「震災と文化財」
の報告 : 阪神・淡路大震災20年事業

阪神・淡路大震災20年事業「震災復興と文
化財の保護」事業実行委員会

阪神・淡路大震災20年事業「震災復興と文化財の
保護」事業実行委員会

2015.3 10236191

大震災 : その時、わが街は 神戸新聞社 神戸新聞総合出版センター 1995.9 4875210957 10236180

阪神・淡路大震災そのとき看護は 南 裕子 日本看護協会出版会 1995.5 4818004820 10236184

阪神・淡路大震災その時学校は : 検証と未来への提言 神戸市PTA協議会復興委員会 神戸市PTA協議会復興委員会 1995.1 10236182

阪神大震災消防隊員死闘の記 : もっと多くのいのちを救いたかった 神戸市消防局「雪」編集部 労働旬報社 1995.8 4845104091 10236181

東日本大震災5年目の総括 : 自治体の防災・危機管理施策を検証する 日本防火・危機管理促進協会 日本防火・危機管理促進協会 2016.3 9784907905569 10236194

絵本榎並八箇洪水記 : 上・下 長谷川 卯兵衛 大野正義 2015.3 10236256

シリア難民 : 人類に突きつけられた21世紀最悪の難問 Kingsley Patrick ダイヤモンド社 2016.11 9784478068854 10236043

消えたい : 虐待された人の生き方から知る心の幸せ 高橋 和巳 筑摩書房 2014.3 9784480864284 10236119

グローバル・エリート教育 渡部 昇一 PHP研究所 2016.12 9784569834771 10236106

戦後日本の教育学 : 史的唯物論と教育科学 井深 雄二 勁草書房 2016.11 9784326251186 10235997

美しき英国パブリック・スクール 石井 理恵子 太田出版 2016.12 9784778315467 10236012

図説問題行動対処法Q&A 瀬戸 健一 風間書房 2016.12 9784759921540 10236018

哲学する子どもたち : バカロレアの国フランスの教育事情 中島 さおり 河出書房新社 2016.11 9784309247816 10236079

青を着る人びと 伊藤 亜紀 東信堂 2016.11 9784798913964 10236014

たばこの日本史・七話 : 伝来から専売制度の終焉まで 菊間 敏夫 文藝春秋企画出版部 2016.12 9784160088856 10236105

身体をめぐる商品史 : 企画展示 国立歴史民俗博物館 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2016.12 10236174

旅行のモダニズム : 大正昭和前期の社会文化変動 赤井 正二 ナカニシヤ出版 2016.12 9784779511035 10235995

放浪・廻遊民と日本の近代 長野 浩典 弦書房 2016.12 9784863291430 10236114

日本の伝統行事 : 図書館・公共用 村上 龍 講談社 2016.11 9784062201254 10235984

祭礼で読み解く歴史と社会 : 春日若宮おん祭の九〇〇年 幡鎌 一弘 山川出版社 2016.11 9784634590861 10236011

翁の生成 : 渡来文化と中世の神々 金 賢旭 思文閣出版 2016.4 9784784270101 10236009

怪異を魅せる 飯倉 義之 青弓社 2016.12 9784787292407 10236082

自衛隊装備年鑑 2016-2017 朝雲新聞社出版部 朝雲新聞社 -1965 9784750910376 10236241

宇宙はなぜ美しいのか : 科学と感受性 Laidler Keith James 1916- 青土社 2005.8 4791762053 10236040

ヒトラーと物理学者たち : 科学が国家に仕えるとき Ball Philip 1962- 岩波書店 2016.9 9784000058872 10236093

詳細阪神大震災 : 1995年1/17からの復活 : 完全保存版 毎日新聞社 毎日新聞社 1996.1 10236178

大震災一年 : 報道写真全記録 朝日新聞社 朝日新聞社 1996.1 4022586230 10236179
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街が消えた : 阪神大震災フォトドキュメント・神戸市長田の記録 牧田 清 遊タイム出版 1995.2 4946496122 10236183

地殻災害の軽減と学術・教育 日本学術協力財団 日本学術協力財団 2016.1 10236232

京都府レッドデータブック2015 第1巻 京都府自然環境保全課 京都府自然環境保全課 2015.4 10236185

京都府レッドデータブック2015 第2巻 京都府自然環境保全課 京都府自然環境保全課 2015.4 10236186

京都府レッドデータブック2015 第3巻 京都府自然環境保全課 京都府自然環境保全課 2015.4 10236187

京都府自然環境目録 = The list of biological and geological components of the
natural environment

京都府自然環境保全課 京都府自然環境保全課 2015.4 10236188

脳はいかに意識をつくるのか : 脳の異常から心の謎に迫る Northoff Georg 白揚社 2016.11 9784826901925 10236098

看護婦の歴史 : 寄り添う専門職の誕生 山下 麻衣 吉川弘文館 2017.1 9784642038638 10236004

A history of leprosy in the Philippines : hidden lives, concealed narratives : pbk. Diokno Maria Serena I. National Historical Commission of the Philippines c2016 9789715382779 10236225

The way home : the isolated emotional world of former leprosy patients and their
descendants

: pbk. Tan Ean Nee [s.n.] 2012 9789671067116 10236228

国家と石綿 : ルポ・アスベスト被害者「息ほしき人々」の闘い 永尾 俊彦 現代書館 2016.11 9784768457894 10236062

ブレイクスルーへの思考 : 東大先端研が実践する発想のマネジメント 東京大学先端科学技術研究センター 東京大学出版会 2016.12 9784130430371 10236033

日本の橋 : その物語・意匠・技術 五十畑 弘 ミネルヴァ書房 2016.12 9784623078905 10236015

人にやさしい都市(まち)づくり : 環境先進国の取り組み 長谷川 三雄 八千代出版 2016.12 9784842916910 10236017

複数性のエコロジー : 人間ならざるものの環境哲学 篠原 雅武 以文社 2016.12 9784753103355 10236096

環境配慮行動の意思決定プロセスの分析 : 節電・ボランティア・環境税評価の行動
経済学

村上 一真 中央経済社 2016.8 9784502195716 10236240

JIA建築年鑑 11:2015 日本建築家協会 -2015.5 9784903378169 10236216

日本城郭史 齋藤 慎一 吉川弘文館 2016.12 9784642083034 10236061

ル・コルビュジエから遠く離れて : 日本の20世紀建築遺産 松隈 洋 みすず書房 2016.11 9784622085294 10236032

日本のアール・デコ建築物語 吉田 鋼市 王国社 2016.12 9784860730635 10236104

世界の美しい教会 ピエ・ブックス パイインターナショナル 2016.11 9784756246677 10236145

併用住宅 積田 洋 彰国社 2016.12 9784395320790 10235985

日本の建築意匠 平尾 和洋 学芸出版社 2016.12 9784761532246 10235986

モータリゼーションの世紀 : T型フォードから電気自動車へ 鈴木 直次 岩波書店 2016.11 9784000291965 10236078

紙の世界史 : 歴史に突き動かされた技術 Kurlansky Mark 徳間書店 2016.11 9784198642969 10236024

日本ゲーム産業史 : ゲームソフトの巨人たち 日経BP社ゲーム産業取材班 日経BP社 2016.12 9784822272746 10235994

日本の家庭料理をやさしい英語で教えてみませんか? 富永 恵美子 ベレ出版 2016.11 9784860644956 10236007

農の科学史 : イギリス「所領知」の革新と制度化 並松 信久 名古屋大学出版会 2016.11 9784815808532 10235993
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知っておきたい食・農・環境 : はじめの一歩 龍谷大学農学部食料農業システム学科 昭和堂 2016.4 9784812215432 10236100

食・農・環境の新時代 : 課題解決の鍵を学ぶ 龍谷大学農学部食料農業システム学科 昭和堂 2016.4 9784812215449 10236101

稲と米の民族誌 : アジアの稲作景観を歩く 佐藤 洋一郎 NHK出版 2016.11 9784140912423 10236122

花ことば : 起原と歴史を探る : 新装版 樋口 康夫 八坂書房 2016.11 9784896942286 10236047

グリム童話と森 : ドイツ環境意識を育んだ「森は私たちのもの」の伝統 森 涼子 築地書館 2016.12 9784806715290 10236097

落葉樹林の進化史 : 恐竜時代から続く生態系の物語 Askins Robert A. 築地書館 2016.11 9784806715283 10236042

塩の日本史 廣山 尭道 雄山閣 2016.11 9784639024552 10236065

サービス品質の保証 : 業務の見える化とビジュアルマニュアル 金子 憲治 日本規格協会 2016.12 9784542504837 10236111

マーケティング戦略 和田 充夫 有斐閣 2016.12 9784641220782 10236112

フリートレイド・ネイション : イギリス自由貿易の興亡と消費文化 Trentmann Frank NTT出版 2016.11 9784757143340 10235999

交通研究のダイナミクス : 転換期をとらえる視点 谷利 亨 白桃書房 2016.11 9784561762126 10236000

尾道型デスティネーション・マネジメントってなに? 池ノ上 真一 北海道大学観光学高等研究センター 2016.3 10236215

コンテンツ・ツーリズム研究の射程 : 国際研究の可能性と課題 山村 高淑 北海道大学観光学高等研究センター 2016.3 10236213

自然災害復興における観光創造 西山 徳明 北海道大学観光学高等研究センター 2016.3 10236214

治天のまなざし、王朝美の再構築 : 鎌倉・南北朝時代 伊藤 大輔 吉川弘文館 2017.2 9784642017329 10235992

戦後70年 : もうひとつの1940年代美術--戦争から、復興・再生へ : 美術家たちは何
を考え、何を描いたか。 = 70th Anniversary of the end of WWII : alternative stories
in 1940's art--from the tragic war to reconstruction and rebirth : what did
Japanese artists' works during that period represent?

小勝 礼子 栃木県立美術館 c2015 10236195

戦時下日本美術年表 飯野 正仁 藝華書院 2013.9 9784904706008 10235983

Tokyoメディア芸術オフィシャルガイド「文化庁メディア芸術祭20周年企画展--変える
力」ガイドブック

小倉 裕介 現代企画室 2016.11 9784773816174 10236206

古代 : ギリシアとローマ、美の曙光 芳賀 京子 中央公論新社 2017.1 9784124035919 10236124

世界を〈放置〉する : ものと場の思考集成 菅 木志雄 ぷねうま舎 2016.11 9784906791637 10236088

Art-link 上野--谷中 : 1997-2014 archive 「アートリンク上野--谷中」実行委員会 「アートリンク上野--谷中」実行委員会 c2015 10236255

神戸ビエンナーレ 2015 神戸ビエンナーレ組織委員会事務局 神戸ビエンナーレ組織委員会 -2008.3 9784568506235 10236222

正倉院展 平成27年(第67回) 奈良国立博物館 奈良国立博物館 -1982.1 10236162

正倉院展 平成28年(第68回) 奈良国立博物館 奈良国立博物館 -1982.1 10236163

「DOMANI・明日」展 : 文化庁芸術家在外研修の成果 19th 読売新聞社 読売新聞社 : 文化庁 -1998 10236204

平澤熊一展 : 昭和を生きた画家 平澤 熊一 栃木県立美術館 c2015 10236197

文化庁メディア芸術祭 : 授賞作品集 平成27年度 (第19回) 文化庁メディア芸術祭実行委員会 文化庁メディア芸術祭実行委員会 [1998]- 10236205

Miyake Issey展 : 三宅一生の仕事 = Miyake Issey exhibition : the work of Miyake
Issey

岩崎 寛 求龍堂 2016.3 9784763016010 10236201
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画楽60年 : 渡辺豊重展 = Watanabe Toyoshige : retrospective of his 60 years 渡辺 豊重 岩手県立美術館 c2014 10236196

はじまり、美の饗宴 : すばらしき大原美術館コレクション 国立新美術館 NHKプロモーション 2016.2 9784054064003 10236202

なら仏像館名品図録 2016 奈良国立博物館 奈良国立博物館 -2010.7 10236173

Matsutani currents 池上 司 西宮市大谷記念美術館 2015.1 10236217

東京の名画散歩 岩佐 倫太郎 舵社 2013.1 9784807211340 10236253

葛飾北斎 : 世界を魅了した鬼才絵師 葛飾 北斎 河出書房新社 2016.12 9784309623245 10235987

三木翠山展 三木 翠山 姫路市立美術館 2015.6 10236176

絵画との契約 : 山田正亮再考 松浦 寿夫 水声社 2016.12 9784801002074 10236060

没後20年具体の画家--正延正俊 = Masanobu Masatoshi : a gutai painter 正延 正俊 西宮市大谷記念美術館 2015.6 10236218

姫路市立美術館蔵国富奎三コレクション : 近代フランス絵画モネからマティスまで 姫路市立美術館 姫路市立美術館 2016.3 10236177

Renoir : ルノワール展 : オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵 国立新美術館 日本経済新聞社 c2016 10236198

ダリ展 国立新美術館 読売新聞東京本社 c2016 10236200

ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち : アカデミア美術館所蔵 : 日伊国交樹立150周
年特別展

国立新美術館 TBSテレビ c2016 10236199

回想私の手塚治虫 : 『週刊漫画サンデー』初代編集長が明かす、大人向け手塚マ
ンガの裏舞台

峯島 正行 山川出版社 2016.12 9784634151109 10236053

畑中純 清水 正 日本大学芸術学部図書館 2016.8 10236229

トキワ荘青春日記 : 1954-60 藤子 不二雄A 復刊ドットコム 2016.12 9784835454412 10236109

30年30話 : クリエイター30組の対話によるデザインの過去・現在・未来 箭内 道彦 誠文堂新光社 2016.9 9784416716243 10236230

潟と里山 石川 直樹 青土社 2015.7 9784791768714 10236231

ベルリン廃墟大全 : ナチス、東西分割、冷戦…光と影の街を歩く Fahey Ciar?n 青土社 2016.12 9784791769605 10235988

陶芸考 : 現代日本の陶芸家たち 清水 穣 現代思潮新社 2016.12 9784329100054 10236035

三浦景生の染め : 白寿の軌跡 三浦 景生 三浦景生展実行委員会 2016.9 9784915374609 10236224

The art of Bvlgari : 130 years of Italian masterpieces Boscaini Lucia [Bvlgari] [2015] 10236219

ロッキング・オンの時代 橘川 幸夫 晶文社 2016.11 9784794969408 10236067

帝国のオペラ : 《ニーベルングの指環》から《ばらの騎士》へ 広瀬 大介 河出書房新社 2016.12 9784309624990 10236123

サイン・オブ・ザ・タイムズ : プリンス Matos Michaelangelo 水声社 2016.12 9784891769451 10236073

メイン・ストリートのならず者 : ザ・ローリング・ストーンズ Janovitz Bill 水声社 2016.12 9784891769437 10236077

アメリカン・グラフィティから始まった 萩原 健太 Pヴァイン 2016.12 9784907276744 10236102

映画という《物体X》 : フィルム・アーカイブの眼で見た映画 岡田 秀則 立東舎 2016.9 9784845628636 10236075
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茶碗と日本人 吉良 文男 飛鳥新社 2016.12 9784864105255 10236058

「千種物語」 : 二つの海を渡った唐物茶壺 竹内 順一 思文閣出版 2016.12 9784784218707 10236008

仕事ができる人は「声」が違う! 牛窪 万里子 すばる舎リンケージ 2016.11 9784799105702 10236071

新ここからはじまる日本語学 伊坂 淳一 ひつじ書房 2016.12 9784894767102 10236010

新村出記念財団設立三十五周年記念論文集 新村出記念財団 新村出記念財団 2016.5 10236236

英語deことわざ笑辞典 : 外国人との距離が一気に縮まる! 飯塚 クニオ 秀和システム 2016.12 9784798048352 10236083

ジェイソン式英語トレーニング : 覚えない英英単語400 DanielsonJason David 主婦と生活社 [2016.12] 9784391149531 10236120

なんでやねんを英語で言えますか? : Let's speak in Kansai dialect ! : 知らんとヤバ
いめっちゃ使う50のフレーズ+α

KADOKAWA 2017.1 9784046017215 10236070

図書館の自由ニューズレター集成 2 2001-2005 日本図書館協会図書館の自由委員会 日本図書館協会 -2006.3 9784820415084 10236160

兵庫県公共図書館調査 : 含専門図書館、公民館図書室等 平成28年度 兵庫県図書館協会 兵庫県図書館協会 -2002 10236210

仁寿舎利塔の信仰と荘厳に関する総合的調査研究 加島 勝 [加島勝] 2016.3 10236220

忍性 : 救済に捧げた生涯 : 生誕800年記念特別展 奈良国立博物館 奈良国立博物館 2016.7 10236172

鮎川村戸長執務手控え 茨木市史編さん室 茨木市 2016.3 10236250

兵庫県市区町別主要統計指標 平成28年版 (2016) 兵庫県企画管理部管理局統計課 兵庫県統計協会 -2002.3 10236212

兵庫県勢要覧 2016 兵庫県統計協会 兵庫県総務部文書統計課 -1926 10236211

風流 兵庫県歴史文化遺産活用活性化実行委員会 2016.3 10236193

和紙 : 近代和紙の誕生 : 特別陳列 奈良国立博物館 奈良国立博物館 2016.6 10236171

伊豆山神社の歴史と美術 : 銅造伊豆山権現像修理記念 : 特別陳列 奈良国立博物館 奈良国立博物館 2016.2 10236169

お水取り : 特別陳列 [2016] 奈良国立博物館 奈良国立博物館 -2006.2 10236168

おん祭と春日信仰の美術 : 特別陳列 平成27年度 奈良国立博物館 仏教美術協会 -2006.12 10236166

おん祭と春日信仰の美術 : 特別陳列 平成28年度 奈良国立博物館 仏教美術協会 -2006.12 10236167

美術講演会講演録 第44回 鹿島美術財団 [出版者不明] -1987 10236239

Art d'Extr?me Orient Jacques Barr?re Jacques Barr?re 2016 10236190

Exhibition of Sh?s?-in treasures 2015 : 67th 奈良国立博物館 Nara National Museum -2000 10236164

Exhibition of Sh?s?-in treasures 2016 : 68th 奈良国立博物館 Nara National Museum -2000 10236165

「DOMANI・明日」展 : 文化庁芸術家在外研修の成果 18th 読売新聞社 読売新聞社 : 文化庁 -1998 10236203

信貴山縁起絵巻 : 朝護孫子寺と毘沙門天王信仰の至宝 : 特別展 : 国宝 奈良国立博物館 奈良国立博物館 c2016 10236170

東アジア海域と高麗青磁 2 大阪市博物館協会 大阪市立東洋陶磁美術館 -2015.3 10236189
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国際演劇交流セミナー 2014 日本演出者協会 日本演出者協会国際部 -2008 10236192

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告) 文化庁文化部国語課 文化庁文化部国語課 2016.3 10236208

上方食道楽・食通
第16巻 解説・総目次・
索引

丸善雄松堂 2016.1 10235886

食通

第10年第1号-第10年第
6号(昭和17年1月-昭和
17年6月)第12年第12号
(昭和22年12月)第14年
第5号(昭和23年7月)

丸善雄松堂 2016.1 10235885

食通
第1年第1号-第2年第9
号(昭和8年9月-昭和9
年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235872

食通
第3年第1号-第3年第11
号(昭和10年1月-昭和
10年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235873

食通
第4年第1号-第4年第11
号(昭和11年1月-昭和
11年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235874

食通
第5年第1号-第5年第6
号(昭和12年1月-昭和
12年6月)

丸善雄松堂 2016.1 10235875

食通
第5年第7号-第5年第12
号(昭和12年7月-昭和
12年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235876

食通
第6年第1号-第6年第6
号(昭和13年1月-昭和
13年6月)

丸善雄松堂 2016.1 10235877

食通
第6年第7号-第6年第12
号(昭和13年7月-昭和
13年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235878

食通
第7年第1号-第7年第6
号(昭和14年1月-昭和
14年6月)

丸善雄松堂 2016.1 10235879

食通
第7年第7号-第7年第12
号(昭和14年7月-昭和
14年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235880

食通
第8年第1号-第8年第6
号(昭和15年1月-昭和
15年6月)

丸善雄松堂 2016.1 10235881

食通
第8年第7号-第8年第12
号(昭和15年7月-昭和
15年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235882

食通
第9年第1号-第9年第6
号(昭和16年1月-昭和
16年6月)

丸善雄松堂 2016.1 10235883

食通
第9年第7号-第9年第12
号(昭和16年7月-昭和
16年12月)

丸善雄松堂 2016.1 10235884

上方食道楽
第1年第1号-第2年第3
号(昭和5年3月-昭和6
年4月)

丸善雄松堂 2016.1 10235871
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■いたみ稲野キャンパス

幼児期の運動に関する指導参考資料 : ガイドブック 第二集
幼児期の運動に関する指導参考資料作成
委員会

スポーツ庁 2016.3 20105088

農山漁村の生業環境と祭祀習俗・他界観 : 紀州日高地方の民俗世界 裏 直記 岩田書院 2016.7 9784866029672 20105089

隔離の島に生きる : 岡山ハンセン病問題記録集・創設期の愛生園 松岡 弘之 ふくろう出版 2011.3 9784861864681 20105091

ニッポンのマンガ*アニメ*ゲームfrom 1989 メディア・アート国際化推進委員会 国書刊行会 2015.6 9784336059352 20105090

旅行年報 2016 日本交通公社 日本交通公社 -1983.8 9784866311470 20105087
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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。)

武田二十四将 : 信玄を支えた家臣たちの姿 : 開館10周年記念特別展 山梨県立博物館 山梨県立博物館 2016.3 14045262

長良川の鵜飼 : 関市小瀬鵜飼習俗調査報告書
長良川伝統漁法保護事業実行委員会事務
局

長良川伝統漁法保護事業実行委員会 2012.3 14045268

長良川の鵜飼 : 関市小瀬鵜飼習俗調査報告書II 関市教育委員会 関市教育委員会 2016.3 14045269

高塚遺跡 (たかつかいせき) 3[次] 浜松市教育委員会 浜松市文化振興財団 -2008.12 14045265

江川コレクション : 中国古代金属器から西洋近代ガラス器まで 和泉市久保惣記念美術館 和泉市久保惣記念美術館 2016.8 14045266

第六次久保惣コレクション 和泉市久保惣記念美術館 和泉市久保惣記念美術館 2016.1 14045267

国家誕生の地、桜井を語る : マキムクからイワレへ、大王の歩んだ道 : 発表要旨集
: 桜井市制60周年記念プロジェクト : シンポジウム

桜井市文化財協会 奈良県桜井市 2016.12 14045260

芝遺跡第32次発掘調査報告書  : 奈良県桜井市 桜井市文化財協会 桜井市文化財協会 2016.8 14045264

埴輪があった!古墳もあった!? : 桜井市立埋蔵文化財センター平成28年度企画展 桜井市文化財協会 桜井市文化財協会 2016.12 14045261

豊前国府跡御所地区 2 みやこ町教育委員会 みやこ町教育委員会 2015.12 14045270

蔵持山遺跡群 : 福岡県京都郡みやこ町犀川上高屋地区所在遺跡の調査 2 みやこ町教育委員会 みやこ町教育委員会 -2012.3 14045271

弥生時代の墓地
第1分冊: 遺跡南部・中
央部1.

佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会 -2016.3 14045253

弥生時代の墓地 第2分冊: 遺跡北部1. 佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会 -2016.3 14045254

弥生時代の墓地
第3分冊: 遺跡中央部・
北部2

佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会 -2016.3 14045255

東名遺跡群総括報告書
第1分冊: 堆積層・遺構
編

佐賀市教育委員会 佐賀市教育委員会 2016.3 14045256

東名遺跡群総括報告書 第2分冊: 遺物編1 佐賀市教育委員会 佐賀市教育委員会 2016.3 14045257

東名遺跡群総括報告書 第3分冊: 遺物編2 佐賀市教育委員会 佐賀市教育委員会 2016.3 14045258

東名遺跡群総括報告書 第4分冊: 総括編 佐賀市教育委員会 佐賀市教育委員会 2016.3 14045259

熊本地方気象台ウインドプロファイラー発動発電機工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 2016.3 14045263
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◆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

Sisters Sungai buloh oral history team Sungai buloh oral history team 2016 10236226

風の子孫たち Sungai buloh oral history team Sungai buloh oral history team 2015 10236227
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