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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

影裏 (えいり) 沼田 真佑 文藝春秋 2017.7 9784163907284 10238111

技術革新と働き方改革がもたらす新たな成長 内閣府 日経印刷 2017.8 9784865790979 10238325

少子化社会対策白書 平成29年版 内閣府 勝美印刷 2013.8- 9784865790924 10238147

自由貿易、イノベーション、包摂的成長を支える新しい通商政策へ 経済産業省 勝美印刷 2017.8 9784906955749 10238324

助産師になるには 加納 尚美 ぺりかん社 2017.8 9784831514868 91058163

パッと見てピン!動作観察で利用者支援 : 理学療法士による20の提案 結城 俊也 日本図書館協会 2017.7 9784820417064 10238142

書店員の仕事 NR出版会 NR出版会 2017.4 9784787717009 10238253

もっとヘンな論文 サンキュータツオ KADOKAWA 2017.5 9784044000981 10238262

政治を動かすメディア 芹川 洋一 東京大学出版会 2017.5 9784130331074 10238139

堀景山伝考 高橋 俊和 和泉書院 2017.2 9784757608238 10238197

中江藤樹『翁問答』 中江 藤樹 致知出版社 2017.5 9784800911476 10238132

あわいの時代の「論語」 : ヒューマン2.0 安田 登 春秋社 2017.7 9784393436509 10238113

6人の世俗哲学者たち : スピノザ・ヒューム・カント・ニーチェ・ジェイムズ・サンタヤナ Beck Lewis White 1913- 晃洋書房 2017.5 9784771028098 10238216

エウテュプロン ; ソクラテスの弁明 ; クリトン Plato 427-347 B.C. 京都大学学術出版会 2017.8 9784814000951 10238104

ヘーゲルと現代思想 寄川 条路 晃洋書房 2017.5 9784771028913 10238125

心理学レポート・論文の書き方 : 演習課題から卒論まで 板口 典弘 講談社 2017.5 9784061548091 10238237

ギリシア・ローマ神話辞典 高津 春繁 岩波書店 1960.2 4000800132 10238228

鎌倉仏教と専修念仏 平 雅行 法藏館 2017.6 9784831862464 10238206

中世の門跡と公武権力 永村 真 戎光祥出版 2017.6 9784864032513 10238199

栄西 中尾 良信 創元社 2017.6 9784422800714 10238282

あやかし : 宗教・伝承文化に隠された真理を明らかにする 竹山 正子 彩雲出版 2017.5 9784434233715 10238140

「文」と人びと : 継承と断絶 河野 貴美子 勉誠出版 2017.6 9784585294924 10238275

･ 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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文学研究から現代日本の批評を考える : 批評・小説・ポップカルチャーをめぐって 西田谷 洋 ひつじ書房 2017.5 9784894767706 10238240

漱石辞典 小森 陽一 翰林書房 2017.5 9784877374105 10238215

小沢蘆庵自筆六帖詠藻 : 本文と研究 小澤 蘆庵 和泉書院 2017.2 9784757608283 10238149

連歌師宗祇の伝記的研究 : 旅の足跡と詳細年譜 両角 倉一 勉誠出版 2017.6 9784585291459 10238200

伊勢物語の生成と展開 山本 登朗 笠間書院 2017.5 9784305708298 10238207

「大鏡」作者の位置 五十嵐 正子 悠光堂 2017.3 9784906873876 10238203

心の中の松阪 柏木 隆雄 夕刊三重新聞社 2017.4 9784896580099 10238124

中世日記の世界 松薗 斉 ミネルヴァ書房 2017.4 9784623078530 10238154

心 夏目 漱石 岩波書店 2017.8 9784000928298 10238260

詠新漢詩学中国語 : 葛原新漢詩集 王 占華 朋友書店 2017.3 9784892811616 10238331

韓国の自然主義文学 : 韓日仏の比較研究から 강 인숙 クオン 2017.5 9784904855638 10238118

ギタンジャリ : 歌のささげもの : タゴール詩集 : 新装版 Tagore Rabindranath 1861-1941 風媒社 2017.6 9784833120951 10238269

時の声 Ballard J. G. 1930-2009 東京創元社 2016.9 9784488010584 10238097

歌う彫刻 Ballard J. G. 1930-2009 東京創元社 2017.1 9784488010591 10238098

終着の浜辺 Ballard J. G. 1930-2009 東京創元社 2017.5 9784488010607 10238099

おとなのグリム童話 : あまり知られていなかった作品を読む 金成 陽一 彩流社 2017.6 9784779170928 10238265

スタンダールのオイコノミア : 経済の思想、ロマン主義、作家であること 柏木 治 関西大学出版部 2017.3 9784873546520 10238110

どうにもこうにも Feydeau Georges 1862-1921 水声社 2017.5 9784801002203 10238254

模範小説集 Cervantes Saavedra Miguel de 1547-1616 水声社 2017.8 9784801001749 10238202

高校図書館デイズ : 生徒と司書の本をめぐる語らい 成田 康子 筑摩書房 2017.6 9784480689849 10238292

秘伝・日本史解読術 荒山 徹 新潮社 2017.5 9784106107160 10238299

戦争の日本古代史 : 好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで 倉本 一宏 講談社 2017.5 9784062884280 10238145

物語オランダの歴史 : 大航海時代から「寛容」国家の現代まで 桜田 美津夫 中央公論新社 2017.5 9784121024343 10238146

今川氏研究の最前線 : ここまでわかった「東海の大大名」の実像 大石 泰史 洋泉社 2017.6 9784800312631 10238290

現代思想の名著30 仲正 昌樹 筑摩書房 2017.6 9784480069696 10238294

シリア情勢 : 終わらない人道危機 青山 弘之 岩波書店 2017.3 9784004316510 10238298

分解するイギリス : 民主主義モデルの漂流 近藤 康史 筑摩書房 2017.6 9784480069702 10238295

先生は教えてくれない大学のトリセツ 田中 研之輔 筑摩書房 2017.4 9784480689825 10238291
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相続の日本史 安藤 優一郎 日本経済新聞出版社 2017.6 9784532263423 10238288

動的平衡 : 生命はなぜそこに宿るのか 福岡 伸一 小学館 2017.6 9784098253012 10238289

自閉症の世界 : 多様性に満ちた内面の真実 Silberman Steve 1957- 講談社 2017.5 9784065020142 10238144

日本の建築家はなぜ世界で愛されるのか 五十嵐 太郎 PHP研究所 2017.5 9784569835983 10238285

江戸始図でわかった「江戸城」の真実 千田 嘉博 宝島社 2017.6 9784800271297 10238300

犬の伊勢参り 仁科 邦男 平凡社 2013.3 9784582856750 10238297

「夜遊び」の経済学 : 世界が注目する「ナイトタイムエコノミー」 木曽 崇 光文社 2017.6 9784334039929 10238296

最高の空港の歩き方 齊藤 成人 ポプラ社 2017.6 9784591154847 10238287

名刀に挑む : 日本刀を知れば日本の美がわかる 松田 次泰 PHP研究所 2017.5 9784569832463 10238286

万葉集から古代を読みとく 上野 誠 筑摩書房 2017.5 9784480069627 10238293

絶望に効くブックカフェ 河合 香織 小学館 2017.6 9784094064186 10238306

へこたれないUNBOWED : ワンガリ・マータイ自伝 Maathai Wangari 小学館 2017.6 9784094064179 10238158

革命について Arendt Hannah 1906-1975 筑摩書房 1995.6 448008214X 10238168

人の心は読めるか? : 本音と誤解の心理学 Epley Nicholas 早川書房 2017.5 9784150504960 10238302

秘密結社の世界史 : フリーメーソンからトランプまで、その謎と陰謀 海野 弘 朝日新聞出版 2017.6 9784022619068 10238175

命のまもりびと : 秋田の自殺を半減させた男 中村 智志 新潮社 2017.6 9784101301822 10238159

美少女美術史 : 人々を惑わせる究極の美 池上 英洋 筑摩書房 2017.6 9784480098009 10238166

異界を旅する能 : ワキという存在 安田 登 筑摩書房 2011.6 9784480428332 10238170

誰も書けなかった「笑芸論」 : 森繁久彌からビートたけしまで 高田 文夫 講談社 2017.3 9784062935678 10238176

身体能力を高める「和の所作」 安田 登 筑摩書房 2010.10 9784480427540 10238169

中国語はじめの一歩 木村 英樹 筑摩書房 2017.6 9784480097644 10238167

マイマイ新子 高樹 のぶ子 筑摩書房 2017.6 9784480434517 10238172

漱石先生がやって来た 半藤 一利 筑摩書房 2017.6 9784480434494 10238171

ビリー・バッド Melville Herman 1819-1891 光文社 2012.12 9784334752637 10238305

ガープの世界 下巻 Irving John 1942- 新潮社 1988.10 9784102273029 10238163

ガープの世界 上巻 Irving John 1942- 新潮社 1988.10 9784102273012 10238162

あしながおじさん [正] Webster Jean 1876-1916 新潮社 2017.6 9784102082034 10238160

あしながおじさん 続 Webster Jean 1876-1916 新潮社 2017.6 9784102082041 10238161
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人間とは何か Twain Mark 1835-1910 KADOKAWA 2017.4 9784041053621 10238174

デーミアン Hesse Hermann 1877-1962 光文社 2017.6 9784334753559 10238304

タラウマラ Artaud Antonin 1896-1948 河出書房新社 2017.6 9784309464459 10238173

神曲 天国篇 Dante Alighieri 1265-1321 河出書房新社
2008.11-
2009.4

9784309463179 10238164

神曲 煉獄篇 Dante Alighieri 1265-1321 河出書房新社
2008.11-
2009.4

9784309463148 10238165

平安貴族社会と具注暦 山下 克明 臨川書店 2017.7 9784653043423 10238105

平安宮廷の日記の利用法 : 『醍醐天皇御記』をめぐって 堀井 佳代子 臨川書店 2017.7 9784653043478 10238106

皇位継承の記録と文学 : 『栄花物語』の謎を考える 中村 康夫 臨川書店 2017.7 9784653043485 10238107

さらにわかった!縄文人の植物利用 工藤 雄一郎 新泉社 2017.3 9784787717023 10238239

移動者の中世 : 史料の機能、日本とヨーロッパ 高橋 慎一朗 東京大学出版会 2017.5 9784130203067 10238204

中世寺社と国家・地域・史料 稲葉 伸道 法藏館 2017.5 9784831862457 10238198

江戸幕府政治史研究 辻 達也 八木書店 2015.12 9784840636186 10238177

民衆運動からみる幕末維新 谷山 正道 清文堂 2017.5 9784792410711 10238208

沖縄鉄血勤皇隊 : 人生の蕾のまま戦場に散った学徒兵 大田 昌秀 高文研 2017.6 9784874986202 10238276

琉球史料学の船出 : いま、歴史情報の海へ 黒嶋 敏 勉誠出版 2017.5 9784585221753 10238103

鏡鑑 (かがみ) としての中国の歴史 砺波 護 法藏館 2017.6 9784831877161 10238272

粟特卷 張 小元 甘肃人民出版社 2015.7 9787226047736 10238330

回鹘卷 崔 星 甘肃人民出版社 2015.7 9787226047859 10238326

吐蕃卷 王 东 甘肃人民出版社 2015.7 9787226047675 10238328

蒙古卷 史 淑琴 甘肃人民出版社 2015.7 9787226047842 10238329

突厥卷 王 万平 甘肃人民出版社 2015.7 9787226047521 10238327

独裁君主の登場宋の太祖と太宗 竺沙 雅章 清水書院 2017.8 9784389441203 10238310

満洲文化物語 : ユートピアを目指した日本人 喜多 由浩 集広舎 2017.4 9784904213483 10238271

近代ドイツの歴史とナショナリズム・マイノリティ 伊藤 定良 有志舎 2017.6 9784908672132 10238258

列伝アメリカ史 松尾 弌之 大修館書店 2017.6 9784469246056 10238257

原敬 : 政党政治のあけぼの 山本 四郎 清水書院 2017.8 9784389441180 10238308

評伝顔之推 : 「顔氏家訓」を遺した男の生涯 山内 孝道 明徳出版社 2017.8 9784896199451 10238333

司馬遷と『史記』の成立 大島 利一 清水書院 2017.8 9784389441197 10238309
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世界航海史上の先駆者鄭和 寺田 隆信 清水書院 2017.8 9784389441210 10238311

メアリー・シーコール自伝 : もう一人のナイチンゲールの闘い Seacole Mary 1805-1881 彩流社 2017.6 9784779123290 10238109

日本地理学人物事典 近世編 岡田 俊裕 原書房
2011.5-
2016.6

9784562046942 10238218

日本地理学人物事典 近代編1 岡田 俊裕 原書房
2011.5-
2016.6

9784562047109 10238219

日本地理学人物事典 近代編2 岡田 俊裕 原書房
2011.5-
2016.6

9784562047116 10238220

日本地理学人物事典 現代編1 岡田 俊裕 原書房
2011.5-
2016.6

9784562047123 10238221

日本地理学人物事典 現代編2 岡田 俊裕 原書房
2011.5-
2016.6

9784562047130 10238222

西欧化されない日本 : スイス国際法学者が見た明治期日本 Nippold Otfried 1864- えにし書房 2015.3 9784908073090 10238255

カナダの歴史を知るための50章 細川 道久 明石書店 2017.8 9784750345062 10238127

韓国の小さな村で : 伝統文化の世界を刻む 神谷 丹路 凱風社 2017.6 9784773641042 10238251

日本人はどこへ向かっているのか 山崎 正和 潮出版社 2016.5 9784267020513 10238178

「維新革命」への道 : 「文明」を求めた十九世紀日本 苅部 直 新潮社 2017.5 9784106038037 10238119

日記で読む近現代日本政治史 黒沢 文貴 ミネルヴァ書房 2017.4 9784623078547 10238155

中東とISの地政学 : イスラーム、アメリカ、ロシアから読む21世紀 山内 昌之 朝日新聞出版 2017.2 9784022630568 10238128

すこやかに住まうすこやかに生きる : ゆすはら健康長寿の里づくりプロジェクト 伊香賀 俊治 慶応義塾大学理工学部伊香賀俊治研究室 2017.6 9784766423303 10238263

日韓メモリー・ウォーズ : 私たちは何を忘れてきたか 박 유하 弦書房 2017.9 9784863291560 10238332

英米法「約因論」と大陸法「カウサ理論」の歴史的交錯 菊池 肇哉 国際書院 2013.3 9784877912444 10238151

新解説世界憲法集 初宿 正典 三省堂 2017.6 9784385313092 10238131

犯罪心理学 : 再犯防止とリスクアセスメントの科学 森 丈弓 ナカニシヤ出版 2017.3 9784779511516 10238213

モノポリーで学ぶビジネスの基礎 林 徹 中央経済社 2017.6 9784502232411 10238225

大原孫三郎 : 地域創生を果たした社会事業家の魁 阿部 武司 PHP研究所 2017.9 9784569834306 10238156

THINK WILD : あなたの成功を阻むすべての難問を解決する Rottenberg Linda ダイヤモンド社 2017.5 9784478066867 10238096

貨幣論 Galiani Ferdinando 1728-1787 京都大学学術出版会 2017.8 9784814001149 10238108

教育とLGBTIをつなぐ : 学校・大学の現場から考える 三成 美保 青弓社 2017.5 9784787234155 10238133

ストーカーの時代 Nicol Bran 1969- 青土社 2017.6 9784791769964 10238117

世界の産声に耳を澄ます 石井 光太 朝日新聞出版 2017.5 9784022514660 10238100

児童館の歴史と未来 : 児童館の実践概念に関する研究 西郷 泰之 明石書店 2017.6 9784750345291 10238249

英国の教育 日英教育学会 東信堂 2017.5 9784798914091 10238201
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未来の学校 : テスト教育は限界か Wagner Tony 玉川大学出版部 2017.5 9784472303104 10238130

テキスト中等教育実習「事前・事後指導」 : 教育実習で成長するために 土井 進 ジダイ社 2017.5 9784909124043 10238236

「資質・能力」と学びのメカニズム 奈須 正裕 東洋館出版社 2017.5 9784491033631 10238267

ドイツで暮らそう 細川 裕史 晃洋書房 2017.5 9784771028760 10238246

南方熊楠 : 人魚の話 南方 熊楠 平凡社 2017.6 9784582531619 10238281

明治・日本人の住まいと暮らし : モースが魅せられた美しく豊かな住文化 : 図解300 Morse Edward Sylvester 1838-1925 紫紅社 2017.5 9784879406255 10238238

賤民にされた人びと : 非常民の民俗世界 柳田 国男 河出書房新社 2017.5 9784309227016 10238102

山の怪奇百物語 山村民俗の会 河出書房新社 2017.5 9784309227030 10238115

文化遺産と生きる 飯田 卓 臨川書店 2017.5 9784653043614 10238212

文明史のなかの文化遺産 飯田 卓 臨川書店 2017.5 9784653043621 10238214

ビジュアル数学全史 : 人類誕生前から多次元宇宙まで Pickover Clifford A. 岩波書店 2017.5 9784000063272 10238182

シュメール人の数学 : 粘土板に刻まれた古の数学を読む 室井 和男 共立出版 2017.6 9784320009165 10238284

隕石 : 迷信と驚嘆から宇宙化学へ Gounelle Matthieu 白水社 2017.5 9784560510124 10238143

ホモピクトルムジカーリス : アートの進化史 岩田 誠 中山書店 2017.5 9784521745220 10238123

身近な昆虫さんぽ手帖 : ポケット版 : 名前の由来が楽しくわかる! 森上 信夫 世界文化社 2017.6 9784418172191 10238303

ネコの行動学 Leyhausen Paul 丸善出版 2017.5 9784621301432 10238114

統合医療とは何か?が、わかる本 山本 竜隆 ほんの木 2012.6 9784775200810 10238122

歯痛の文化史 : 古代エジプトからハリウッドまで Wynbrandt James 朝日新聞出版 2017.6 9784022630612 10238266

ハンセン病の社会史 : 日本「近代」の解体のために 田中 等 彩流社 2017.6 9784779123306 10238264

国際標準の考え方 : グローバル時代への新しい指針 田中 正躬 東京大学出版会 2017.3 9784130638159 10238112

物語日本の治水史 竹林 征三 鹿島出版会 2017.6 9784306094475 10238280

世界の地方創生 : 辺境のスタートアップたち 松永 安光 学芸出版社 2017.6 9784761526450 10238278

世界の広場への旅 : もうひとつの広場論 芦川 智 彰国社 2017.6 9784395320905 10238283

近世の法令と社会 : 萩藩の建築規制と武家屋敷 妻木 宣嗣 清文堂出版 2017.6 9784792410674 10238209

日本建築の特質と心 : 創造性の根源を探る 枝川 裕一郎 鹿島出版会 2017.6 9784306046511 10238243

スペイン初期中世建築史論 : 10世紀レオン王国の建築とモサラベ神話 伊藤 喜彦 中央公論美術出版 2017.1 9784805507865 10238196

デザインキッチンの新しい選び方 : 設計者とインテリアコーディネーターが知ってお
きたい

本間 美紀 学芸出版社 2017.6 9784761526474 10238245

イラストでわかる給排水・衛生設備のメンテナンス 中井 多喜雄 学芸出版社 2017.6 9784761532338 10238150
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紙の日本史 : 古典と絵巻物が伝える文化遺産 池田 寿 勉誠出版 2017.3 9784585221760 10238137

木工手道具の基礎と実践 : 道具の種類・特徴から刃研ぎや仕込みの技術までをす
べて網羅

大工道具研究会 誠文堂新光社 2017.6 9784416617427 10238188

ドイツパン大全 森本 智子 誠文堂新光社 2017.6 9784416517314 10238189

トウガラシの歴史 Arndt AndersonHeather 原書房 2017.8 9784562054084 10238307

日本の優れたサービス : 選ばれ続ける6つのポイント 松井 拓己 生産性出版 2017.5 9784820120650 10238268

DMO観光地経営のイノベーション 高橋 一夫 学芸出版社 2017.6 9784761526467 10238244

観光で繋ぐ!みんなが主役!「観光地域づくり」の教科書 : 日本版DMOによる成功する
マネジメント

大正大学地域構想研究所 大正大学出版会 2017.6 9784909099044 10238179

「おもてなし」の日本文化誌 : ホテル・旅館の歴史に学ぶ 富田 昭次 青弓社 2017.5 9784787234162 10238134

多文化時代の観光学 : フィールドワークからのアプローチ 高山 陽子 ミネルヴァ書房 2017.6 9784623078660 10238153

美と実在 : 日本的美意識の解明に向けて 佐藤 透 ナカニシヤ出版 2016.11 9784779510786 10238274

New art in the 60s and 70s : redefining reality Rorimer Anne Thames & Hudson 2001 0500237824 10238227

ミケランジェロ Lang Jack 未來社 2017.5 9784624711016 10238141

ロシアの世紀末 : 「銀の時代」への旅 海野 弘 新曜社 2017.5 9784788515239 10238217

ホスピタルギャラリー 深澤 直人 武蔵野美術大学出版局 2016.2 9784864630450 10238121

塩谷亮画集 = The works of Ryo Shiotani 塩谷 亮 求龍堂 2017.6 9784763017062 10238183

ゴッホと「聖なるもの」 正田 倫顕 新教出版社 2017.6 9784400828020 10238210

アルチンボルドアートコレクション Arcimboldi Giuseppe 1527?-1593 グラフィック社 2017.6 9784766130584 10238301

汚れた戦争 : 1914-1918 Tardi Jacques 共和国 2016.12 9784907986131 10238180

ねこはなんにもなやまない 山本 あり イースト・プレス 2017.6 9784781615431 10238235

長編マンガの先駆者たち : 田河水泡から手塚治虫まで 小野 耕世 岩波書店 2017.5 9784000238908 10238223

書道技法講座 楷書編 大貫 思水 知道出版 2017.6 9784886642981 10238190

書道技法講座 行書編 大貫 思水 知道出版 2017.6 9784886642998 10238191

書道技法講座 草書編 大貫 思水 知道出版 2017.6 9784886643001 10238192

書道技法講座 かな編 大貫 思水 知道出版 2017.6 9784886643018 10238193

条幅と作品 大貫 思水 知道出版 2017.6 9784886643025 10238194

古筆の楽しみ 続 田中 登 武蔵野書院
2015.2-
2017.5

9784838604739 10238205

記録としての写真技法 : 実務で使えるテクニック 小池 恒裕 司法協会 2017.5 9784906929580 10238247

大阪夜景 堀 寿伸 創元社 2017.5 9784422250809 10238135
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江戸前期上方色摺史の研究 : グローバルな進化の過程の下で 町田 恵一 印刷学会出版部 2017.5 9784870852228 10238148

残したい手しごと日本の染織 片柳 草生 世界文化社 2017.6 9784418174140 10238211

ボンボニエールと近代皇室文化 : 掌上の雅 長佐古 美奈子 えにし書房 2015.11 9784908073175 10238224

伊福部昭 : 日本楽壇とゴジラ音楽の巨匠 小林 淳
ヤマハミュージックエンタテインメントホールディン
グス

2017.7 9784636943337 10238185

武満徹 : 世界に橋をかけた音楽家 小野 光子
ヤマハミュージックエンタテインメントホールディン
グス

2017.6 9784636943306 10238184

冨田勲 : 伝統と革新を融合させた巨星 妹尾 理恵
ヤマハミュージックエンタテインメントホールディン
グス

2017.8 9784636943290 10238186

服部良一 : 日本歌謡界を変えた快男児 服部音楽出版
ヤマハミュージックエンタテインメントホールディン
グス

2017.8 9784636943320 10238187

クラシックでわかる世界史 : 時代を生きた作曲家、歴史を変えた名曲 西原 稔 アルテスパブリッシング 2017.5 9784865591637 10238273

ダンスと音楽 : 躍動のヨーロッパ音楽文化誌 Paolacci Claire アルテスパブリッシング 2017.4 9784865591613 10238270

ブラック・マシン・ミュージック : ディスコ、ハウス、デトロイト・テクノ : black machine
music & galactic soul

野田 努 河出書房新社 2017.5 9784309278469 10238101

ゲイリー・バートン自伝 Burton Gary 論創社 2017.5 9784846016258 10238252

人間はなぜ歌うのか? : 人類の進化における「うた」の起源 Jordania Joseph アルク出版企画 2017.4 9784901213592 10238256

権力と孤独 : 演出家蜷川幸雄の時代 長谷部 浩 岩波書店 2017.4 9784000611985 10238259

歌舞伎とはいかなる演劇か 武井 協三 八木書店古書出版部 2017.6 9784840697620 10238152

人形浄瑠璃文楽外題づくし 鳥越 文蔵 工作舎 2017.5 9784875024835 10238181

創作アニメーション入門 : 基礎知識と作画のヒント 山村 浩二 六耀社 2017.5 9784897379852 10238129

多角化視点で学ぶオリンピック・パラリンピック 相原 正道 晃洋書房 2017.6 9784771028807 10238248

本音は顔に書いてある : 「言葉の嘘」と「しぐさの本音」の見分け方 Pease Allan 主婦の友社 2006.4 4072466468 10238232

第二言語習得キーターム事典 VanPatten Bill 開拓社 2017.6 9784758922456 10238136

文法理論 : レキシコンと統語 伊藤 たかね 東京大学出版会 2002.7 4130840711 10238229

対照言語学 生越 直樹 東京大学出版会 2002.11 4130840746 10238231

日本語学と言語教育 上田 博人 東京大学出版会 2002.12 4130840754 10238230

インタビュー 木村 俊介 ミシマ社 2017.6 9784903908960 10238277

だめだし日本語論 橋本 治 太田出版 2017.6 9784778315788 10238261

詩的言語と絵画 : ことばはイメージを表現できるか 今野 真二 勉誠出版 2017.5 9784585280347 10238138

公共日本語教育学 : 社会をつくる日本語教育 川上 郁雄 くろしお出版 2017.6 9784874247334 10238226

ことばのしくみを知る 坂本 勝信 凡人社 2017.5 9784893589262 10238241

ことばの教え方を知る 近藤 有美 凡人社 2017.5 9784893589279 10238242
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会社で恥をかかないための言いまちがい正誤ブック 盛田 栄一 KADOKAWA 2017.5 9784040692616 10238116

Jポップの日本語研究 : 創作型人工知能のために 伊藤 雅光 朝倉書店 2017.5 9784254510546 10238250

オノマトペの謎 : ピカチュウからモフモフまで 窪薗 晴夫 岩波書店 2017.5 9784000296618 10238157

東京ことば : その過去・現在・未来 田中 章夫 武蔵野書院 2017.5 9784838604722 10238126

誤解されやすい方言小辞典 : 東京のきつねが大阪でたぬきにばける 篠崎 晃一 三省堂 2017.6 9784385364445 10238279

フランス語動詞宝典308 : 仏検対応 初・中級編 久松 健一 駿河台出版社 2017.5 9784411005434 10238120

Ennéades 4 Plotinus 205-270 Les Belles lettres 1963-1964 10238233

京都町触集成 別巻3 京都町触研究会 岩波書店
1983-
2017.5

9784000087384 10238195

福井利吉郎美術史論集 上 福井 利吉郎 中央公論美術出版
1998.2-
2000.2

480551471X 10238234

国語学一般・国語史・方言
52 : 2015年(平成27年)
分

論説資料保存会 論説資料保存会 2000.10- 10238321

文法
52 : 2015年(平成27年)
分

論説資料保存会 論説資料保存会 2000.10- 10238322

文法
52 : 2015年(平成27年)
分増刊

論説資料保存会 論説資料保存会 2000.10- 10238323
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■いたみ稲野キャンパス

宗教の誕生 : 宗教の起源・古代の宗教 月本 昭男 山川出版社 2017.8 9784634431317 20105620

イラスト人体の中の自然科学 : 生物学・化学・物理学から学ぶヒト 川畑 龍史 東京教学社 2017.4 9784808260576 20105613

長寿の国を診る 大島 伸一 風媒社 2017.5 9784833111195 20105614

発酵文化人類学 : 微生物から見た社会のカタチ 小倉 ヒラク 木楽舎 2017.5 9784863241121 20105621

洋裁文化と日本のファッション 井上 雅人 青弓社 2017.6 9784787234179 20105618

もっと知りたいミケランジェロ : 生涯と作品 池上 英洋 東京美術 2017.6 9784808710859 20105612

創作アニメーション入門 : 基礎知識と作画のヒント 山村 浩二 六耀社 2017.5 9784897379852 20105615

世界国勢図会 2017/18年版 矢野恒太記念会 国勢社 1985- 9784875494515 20105619

女性の人権と社会保障 : 世界と日本 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版 2017.8 9784593580422 20105617

国民の福祉と介護の動向 2017/2018 厚生労働統計協会 厚生労働統計協会 2012- 20105616

国民衛生の動向 2017/2018年 厚生統計協会 厚生統計協会 1950- 20105611
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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。)

ふるさとを想うまもるつなぐ : 地域の大学と町役場の試み 富岡町 富岡町 2017.3 14046096

中大類金井遺跡 : 集合住宅の建設に伴う埋蔵文化財発掘調査 3 山下工業株式会社 高崎市教育委員会 2017.6 14046090

矢原塚越遺跡 : 地域密着型特別養護老人ホーム・介護老人保健施設増築工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査

シン技術コンサル 高崎市教育委員会 2017.7 14046039

東京都中央区伝馬町牢屋敷跡遺跡 : 日本橋小伝馬町5番における十思スクエア別
館建設に伴う緊急発掘調査報告書

中央区教育委員会事務局図書文化財課郷
土天文館

中央区教育委員会 2016.3 14046076

明石町遺跡 : 東京都中央区 : 中央区明石町2番20号集合住宅建設に伴う緊急発掘
調査報告書

4
中央区教育委員会事務局図書文化財課郷
土天文館

大成有楽不動産 : 中央区教育委員会 2017.3 14046077

東京都新宿区市谷甲良町遺跡VI : (仮称)新宿区市谷甲良町計画に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

共和開発 キョーシン 2017.5 14046082

祥雲寺跡・浄福寺跡 : 東京都文京区 : (仮称)Alero白山II新築工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

テイケイトレード株式会社埋蔵文化財事業
部

Alero10 2017.6 14046074

東京都台東区二長町東遺跡台東一丁目35番5号地点 : (仮称)台東区台東一丁目
計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

東京都台東区教育委員会 台東区教育委員会 2017.7 14046075

上っ原遺跡(第3次) : 東京都多摩市 : (仮称)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟新
築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

山梨文化財研究所 帝京大学 2015.9 14046078

史跡村上城跡石垣調査報告書 1 村上市教育委員会 村上市教育委員会 2017.3 14046022

平林城跡 : 史跡整備事業に伴う発掘調査報告書 2 村上市教育委員会 村上市教育委員会 2016.3- 14046021

魚津市埋蔵文化財分布調査報告 : 富山県 4 魚津市教育委員会 魚津市教育委員会 2014.3- 14046058

越前焼たいら窯 : 工房調査報告書 越前焼たいら窯工房調査会 越前町教育委員会 : 福井県陶芸館 2017.3 14046055

興道寺廃寺 美浜町教育委員会 美浜町教育委員会 2017.3 14046069

甲府城跡(清水曲輪地点他) : 甲府駅周辺土地区画整理事業(甲府城跡清水曲輪地
点)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

山梨文化財研究所 甲府市教育委員会 2017.3 14046045

西耕地B遺跡 : 宅地分譲地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 山梨文化財研究所 今橋壽子 : 西甲府住宅 : 甲府市教育委員会 2017.3 14046047

朝気遺跡(朝気一丁目21-17地点) : 店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 山梨文化財研究所 ベータ・コア : 甲府市教育委員会 2017.3 14046046

宿尻遺跡 : 市道 (穴山) 22号線道路改良工事に伴う発掘調査報告書 山梨文化財研究所 韮崎市 : 韮崎市教育委員会 2016.3 14046043

五反田遺跡 : ナフコ甲州店建設に伴う発掘調査報告書 山梨文化財研究所 ナフコ : 甲州市教育委員会 2016.12 14046044

養老町埋蔵文化財試掘確認立会調査報告書 : 平成13〜23年度の調査の成果 [2017.3] 養老町教育委員会 養老町教育委員会 2013.3- 14046087

文化進化の考古学 = Cultural evolution and archaeology 中尾 央 勁草書房 2017.8 9784326248452 14046109

日本古代社会編成の研究 吉野 秋二 塙書房 2010.2 9784827312300 14046108

藤岡町史 資料編 考古 藤岡町史編さん委員会 藤岡町 1999.3- 14046091

明日香村史 續 中卷 明日香村史刊行会 明日香村史刊行会
1974.3-
2006.9

14046093

明日香村史 續 上卷 明日香村史刊行会 明日香村史刊行会
1974.3-
2006.9

14046092

明日香村史 續 下卷 明日香村史刊行会 明日香村史刊行会
1974.3-
2006.9

14046094

わたしたちの国分寺公園 : 遠江国分寺跡整備基本計画のあらまし 磐田市教育委員会事務局教育部文化財課 磐田市教育委員会事務局教育部文化財課 2017.3 14046099
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平成25年度藤島町居屋敷遺跡・天王塚遺跡・南外山遺跡・竹林遺跡・市之久田養
光寺前遺跡・松山遺跡・巾上遺跡・小塚山遺跡 ; 平成26年度小牧池田遺跡・新町遺
跡・東田中宮前遺跡・竹林遺跡・三ツ渕宮前遺跡・小牧山東遺跡

小牧市教育委員会 小牧市教育委員会 2017.3 14046085

宮ノ前遺跡(第3次)発掘調査報告書 : 宅地造成工事に係る埋蔵文化財の記録保存 鈴鹿市
鈴鹿市 : [鈴鹿市]文化スポーツ部文化財課発掘
調査グループ

2017.3 14046040

史跡伊勢国分寺跡 遺構編 鈴鹿市
鈴鹿市 : [鈴鹿市] 文化スポーツ部文化財課発掘
調査グループ

2017.3 14046041

宮司遺跡第100次発掘調査報告書 長浜市教育委員会 滋賀県長浜市教育委員会 2017.3 14046062

小規模開発関連発掘調査報告書 ; 垣見氏館跡確認調査報告書 ; 史跡小谷城跡本
丸石垣測量調査報告書

平成27年度 長浜市教育委員会 滋賀県長浜市教育委員会 2017.3 14046063

史跡雪野山古墳保存活用計画報告書 竜王町教育委員会 竜王町教育委員会 2017.3 14046064

城陽市埋蔵文化財調査報告書 第72集 城陽市教育委員会 城陽市教育委員会 1973.7- 14046038

城陽市埋蔵文化財調査報告書 第73集 城陽市教育委員会 城陽市教育委員会 1973.7- 14046037

市内遺跡発掘調査報告書 平成28年度 京丹後市教育委員会 京丹後市教育委員会 2009.3- 14046051

女布遺跡発掘調査報告書 3 京丹後市教育委員会 京丹後市教育委員会 2013.3- 14046052

湧田山1号墳発掘調査概報 2 京丹後市教育委員会 京丹後市教育委員会 2017.3 14046053

館キャラ連携プロジェクト3年間のまとめ : キャラが動けばもっと楽しい。もっとつなが
る。

弥生文化博物館 館キャラ連携プロジェクト実行委員会 2017.3 14046098

巨大環濠集落の実像 : 池上曽根遺跡史跡指定40周年記念事業記録集 弥生文化博物館 泉大津市教育委員会 2017.3 14046042

羽間文庫 : 器具編 : 付、重要文化財指定品目録 大阪歴史博物館 大阪歴史博物館 2017.3 14046048

王権儀礼に奉仕する人々 : 平成28年度秋季企画展 高槻市立今城塚古代歴史館 高槻市立今城塚古代歴史館 2016.9 14046070

貝塚市遺跡群発掘調査概要 39 貝塚市教育委員会 貝塚市教育委員会 1982.3- 14046059

枚方市埋蔵文化財発掘調査概要 2016 枚方市教育委員会社会教育課 枚方市教育委員会 1988- 14046056

茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 : 国庫補助事業に伴う発掘調査 9 平成28年度 茨木市教育委員会 茨木市教育委員会 2014.3- 14046079

(財)八尾市文化財調査研究会事業報告 平成28年度 八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会 1991.4- 14046017

跡部遺跡(第43次調査) ; 恩智遺跡(第42次調査) ; 田井中遺跡(第23次調査)・木の
本遺跡(第20次調査) : 下水道工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会 2017.3 14046018

植松遺跡(第14次調査) ; 西郡遺跡(第2次調査) ; 八尾南遺跡(第40次調査) ; 矢作遺
跡(第11次調査)

八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会 2017.3 14046019

成法寺遺跡(第28次調査) ; 太子堂遺跡(第16次調査) 八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会 2017.3 14046020

国史跡高宮廃寺跡 : 内容確認発掘調査概要 4 寝屋川市教育委員会 寝屋川市教育委員会 2014.3- 14046027

藤井寺市発掘調査概報 第34号 藤井寺市教育委員会 藤井寺市教育委員会 2009- 14046031

藤井寺市発掘調査概報 第35号 藤井寺市教育委員会 藤井寺市教育委員会 2009- 14046032

藤井寺市発掘調査概報 第36号 藤井寺市教育委員会 藤井寺市教育委員会 2009- 14046033

藤井寺市発掘調査概報 第37号 藤井寺市教育委員会 藤井寺市教育委員会 2009- 14046034

藤井寺市発掘調査概報 第38号 藤井寺市教育委員会 藤井寺市教育委員会 2009- 14046035
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藤井寺市発掘調査概報 第39号 藤井寺市教育委員会 藤井寺市教育委員会 2009- 14046036

国史跡多田銀銅山 : 平成27年度兵庫県立考古博物館ふるさと発掘展 : 猪名川町
制施行六十周年記念展

兵庫県立考古博物館 兵庫県立考古博物館 2015.10 14046103

出石焼 : 但馬のくらしとやきもの : 公式ガイドブック : 特別企画展 兵庫県立歴史博物館 兵庫県立歴史博物館 2016.1 14046106

神戸市指定文化財調査報告書 平成27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- 14046097

発掘!古代のお役所 : 平成28年度秋季企画展 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会文化財課 2016.10 14046030

神戸の古墳 2 神戸市教育委員会文化財課 神戸市教育委員会文化財課 2017.3 14046029

西宮町人の生活と文化 : 江戸時代の日記を読み解く 西宮市立郷土資料館 西宮市立郷土資料館 2016.7 14046102

武士が描いた絵画 杉本 欣久 黒川古文化研究所 2016.10 14046065

「西宮神社御社用日記」調査報告書 : 兵庫県指定重要有形文化財(古文書)/西宮
市指定重要有形文化財(古文書)

西宮市教育委員会 西宮市教育委員会 2017.3 14046084

「考古小録」及び関係品調査報告書 : 西宮市重要有形文化財(考古資料) 西宮市教育委員会 西宮市教育委員会 2017.3 14046083

昭和の出石焼徳利窯の構造 : 豊岡市出石町福住・上田製陶所にのこる窯業遺産 豊岡市立出土文化財管理センター 豊岡市立出土文化財管理センター 2015.3 14046105

兵庫県宝塚市白鳥塚古墳・山本古墳群 ゴーランド・コレクション調査プロジェクト ゴーランド・コレクション調査プロジェクト 2017.3 14046068

高砂の偉人山片蟠桃著『草稿抄』を読む 高砂古文書の会 [出版者不明] 2017.2 14046054

大野遺跡 : 基盤整備促進事業(八幡地区2-2工区)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

1 南あわじ市埋蔵文化財調査事務所 南あわじ市教育委員会 2017.3 14046061

明治時代前期の多田銀銅山 : 平成28年度企画展 猪名川町教育委員会 猪名川町教育委員会 2016.10 14046104

利神 (りかん) 城跡等調査報告書 作用町利神城跡等調査委員会 佐用町教育委員会 2017.3 14046081

大和を掘る 35 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 1981.7- 14046023

地宝のひびき : 和歌山県内文化財調査報告会 [第12回] 岩井 顕彦 和歌山県文化財センター 2008.7- 14046024

東伯耆の古代 倉吉市教育委員会 倉吉市教育委員会 2017.3 14046028

高原遺跡(3区)・中尾H遺跡(4区)・門遺跡(2区) 島根県埋蔵文化財調査センター
国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 : 島
根県教育委員会

2017.6 14046026

大西大師山遺跡(18・19号横穴墓) ; 城ヶ谷遺跡(2区) 島根県埋蔵文化財調査センター
国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 : 島
根県教育委員会

2017.6 14046025

六条上青木遺跡 : 保育園新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会 相愛福祉会 : 高松市教育委員会 2016.9 14046057

相作馬塚古墳 2 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2017.8 14046086

伊予の古代 : 未知なる伊予国府の探求に向けて : 公益財団法人愛媛県埋蔵文化
財センター・愛媛県生涯学習センター・愛媛県教育委員会共同企画展

愛媛県埋蔵文化財センター 愛媛県埋蔵文化財センター 2017.3 14046050

妙住院屋敷遺跡 : 萬翠荘埋蔵文化財調査事業報告書 愛媛県埋蔵文化財センター 愛媛県埋蔵文化財センター 2016.10 14046049

大宰府政庁周辺官衙跡 : 政庁前面広場地区 10 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2010.3- 14046067

福岡県の中近世城館跡 4 福岡県教育委員会 福岡県教育委員会 2014.3- 14046073

大宰府政庁周辺官衙跡 : 政庁前面広場地区 9 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2010.3- 14046066



14/15

書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

西谷経塚古墓 : 福岡県行橋市大字西谷所在の中世墓の調査 行橋市教育委員会 行橋市教育委員会 2017.3 14046060

西ヶ浦遺跡 : 福岡県春日市若葉台所在遺跡の調査 春日市教育委員会 2016.9 14046016

うきは円形劇場 うきは市教育委員会 うきは市教育委員会 2017.3 14046072

国史跡唐津松浦墳墓群 唐津市教育委員会生涯学習文化財課 唐津市教育委員会生涯学習文化財課 [2017] 14046089

唐津市内遺跡確認調査 33 唐津市教育委員会 唐津市教育委員会 1987- 14046088

土生遺跡 1 三日月町教育委員会 三日月町教育委員会 1998.3 14046110

法垣遺跡3次・4次調査
遺構・遺物(土器・鉄製
品)写真図版、観察表編

中津市教育委員会 中津市教育委員会 2017.3 14046080

特別史跡西都原古墳群 : 発掘調査・保存整備概要報告書 19 宮崎県教育庁文化課 宮崎県教育委員会 1996- 14046100

日向諸県君と葛城氏 : 平成29年度特別展 堀田 孝博 宮崎県立西都原考古博物館 2017.7 14046095

アメニティと歴史・自然遺産 環境経済・政策学会 東洋経済新報社 2000.9 4492800654 14046111

Cultural heritage and tourism : an introduction Timothy Dallen J. Channel View Publications c2011 14046107

瓦の来た道 : 東アジアの瓦の歴史 帝塚山大学附属博物館 帝塚山大学附属博物館 2017.4 14046101

手紙から見た日本考古学史 : 斎藤忠所蔵資料から 日本考古学協会第83回総会実行委員会 日本考古学協会第83回総会実行委員会 2017.5 14046071
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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

君の名は。 新海 誠 東宝(発売) 2017.7 10238319

マイマイ新子と千年の魔法 片渕 須直
エイベックス・エンタテインメント:エイベックス・マー
ケティング(発売)

2010.7 10238320

NCCI : NLP, Cognitive therapy, Coaching, Integrated 小林 展子 チーム医療 2017.1 9784885091520 10238314

ゲシュタルト療法 百武 正嗣 チーム医療 2017.1 9784885091469 10238315

サイコドラマ 高良 聖 チーム医療 2017.1 9784885091490 10238312

フォーカシング指向心理療法 池見 陽 チーム医療 2017.1 9784885091476 10238313

解決志向ブリーフセラピー 黒沢 幸子 チーム医療 2017.1 9784885091513 10238318

再決断療法 繁田 千恵 チーム医療 2017.1 9784885091506 10238317

夢カウンセリング 江夏 亮 チーム医療 2017.1 9784885091483 10238316
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