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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

家計調査年報
平成29年 1 家計収支
編

総理府統計局 日本統計協会 1953- 9784822340117 10243315

男女共同参画白書 平成30年版 総理府 大蔵省印刷局 1998.7- 9784906955794 10243335

科学技術イノベーションの基盤的な力の更なる強化に向けて 文部科学省 勝美印刷 2018.6 9784906955787 10243336

地域循環共生圏の創出による持続可能な地域づくり 環境省 日経印刷 2018.6 9784865791174 10243314

ファミ通ゲーム白書
2018 : [PDF+書籍セット
版]

エンターブレイン 2011.5- 10243499

文芸年鑑 2018 文藝家協會 新潮社 1929- 9784107500441 10243365

Encyclopædia Britannica anniversary edition : 250 years of Excellence (1768-2018) Encyclopaedia Britannica Encyclopædia Britannica c2018 9781625136275 10243392

チャート式基礎と演習数学Ⅰ+A チャート研究所 数研出版 2016.11 9784410102059 91061113

チャート式基礎と演習数学Ⅱ+B チャート研究所 数研出版 2017.11 9784410102752 91061114

チャート式基礎と演習数学Ⅲ チャート研究所 数研出版 2013.11 9784410102844 91061115

数学I+A全解説 長岡 亮介 旺文社 [2015.12] 9784010377055 91061119

数学II+B全解説 長岡 亮介 旺文社 [2015.12] 9784010377062 91061120

数学III全解説 長岡 亮介 旺文社 [2017.3] 9784010377079 91061121

長岡先生の授業が聞ける高校数学の教科書 : 数学I・A・II・B[数列・ベクトル]・III・
C[行列・曲線・確率分布]

長岡 亮介 旺文社 [2011.9] 9784010527122 91061118

新・フランス語文法の「基礎」 太田 浩一 駿河台出版社 2018.3 9784411007759 91061032

畑中敦子の資料解釈 畑中 敦子 エクシア出版 2018.3 9784908804304 91061122

地方上級教養試験問題集 2019年度版 資格試験研究会編 実務教育出版 2000.11- 9784788972537 91061028

地方中級採用試験問題集 2019年度版 実務教育出版 実務教育出版 1997- 9784788972544 91061029

1級建築施工管理技士実地試験 : 実戦セミナー 平成30年度版 宮下 真一 市ケ谷出版社 2018.5 9784870719897 91061042

アートの裏側を知るキーワード = Keywords to understand museums and the field of
art

横山 勝彦 美術出版社 2018.5 9784568240702 91061084

基本を押さえる美術の歴史一問一答 : 美術検定3級練習問題 美術検定実行委員会 美術出版社 2016.5 9784568240672 91061117

もっと深める美術の歴史一問一答 : 美術検定2級練習問題 美術検定実行委員会 美術出版社 2016.4 9784568240665 91061116

･ 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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1分間英語音読 大岩 秀樹 ダイヤモンド社 2018.5 9784478103388 91061083

ザ・古墳群 : 百舌鳥と古市全89基 140B 2018.5 9784903993348 91061082

ニッポンおみやげ139景 豊嶋 操 KTC中央出版 2018.5 9784877587802 91061041

これからの学校教育を担うために 前田 康裕 さくら社 2016.4 9784904785980 91061085

アクティブ・ラーニングとは何か 前田 康裕 さくら社 2017.3 9784908983054 91061086

学校と社会の幸福論 前田 康裕 さくら社 2018.2 9784908983207 91061087

高等学校新学習指導要領全文と解説 : 2018年3月30日告示 月刊高校教育編集部 学事出版 2018.5 9784761924799 91061031

中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編 文部科学省 東山書房 2018.3 9784827815597 91061030

誰もが嘘をついている : ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性 Stephens-Davidowitz Seth 光文社 2018.2 9784334962166 10243549

見てわかるUnity2017 C#スクリプト超入門 掌田 津耶乃 秀和システム 2018.1 9784798053011 10243581

トポスとしての図書館・読書空間を考える 相関図書館学方法論研究会 松籟社 2018.4 9784879843630 10243416

世界図書館遺産 : 壮麗なるクラシックライブラリー23選 Laubier Guillaume De 創元社 2018.5 9784422311074 10243516

いま、哲学が始まる。: 明大文学部からの挑戦 池田 喬 明治大学出版会 2018.5 9784906811267 10243540

共にあることの哲学と現実 : 家族・社会・文学・政治 岩野 卓司 書肆心水 2017.11 9784906917747 10243588

ヒト、この奇妙な動物 : 言語、芸術、社会の起源 Dortier Jean-François 新曜社 2018.5 9784788515802 10243439

わたしを生きる知恵 : 80歳のフェミニストカウンセラーからあなたへ 河野 貴代美 三一書房 2018.1 9784380180040 10243455

依存的な理性的動物 : ヒトにはなぜ徳が必要か MacIntyre Alasdair C. 1929- 法政大学出版局 2018.5 9784588010767 10243541

友情の哲学 : 緩いつながりの思想 藤野 寛 作品社 2018.5 9784861826924 10243592

We are lonely, but not alone. : 現代の孤独と持続可能な経済圏としてのコミュニティ 佐渡島 庸平 幻冬舎 2018.5 9784344032910 10243381

不思議犬一六〇匹を散歩する 宮本 和義 アトリエM5 2010.12 9784990562304 10243535

面白犬二〇〇匹を散歩する 宮本 和義 アトリエM5 2018.5 9784990562342 10243536

法隆寺史 上: 古代・中世 法隆寺 思文閣出版 2018.3 9784784219247 10243522

本願寺教団展開の基礎的研究 : 戦国期から近世へ 青木 馨 法藏館 2018.3 9784831877147 10243420

良寛 : その人と書「五合庵時代」 小島 正芳 考古堂書店 2018.5 9784874998670 10243430

バルト自伝 Barth Karl 1886-1968 新教出版社 2018.4 9784400340508 10243384

神曲 : 地獄篇(第1歌～第17歌) Dante Alighieri 1265-1321 河出書房新社 2018.6 9784309619910 10243474

かぐや姫と浦島 : 物語文学の誕生と神仙ワールド 渡辺 秀夫 塙書房 2018.4 9784827331233 10243445

源氏物語 : 池田本 10 紫式部 天理大学出版部
2016.6-
2018.6

9784840695725 10243414
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源氏物語 : A・ウェイリー版 2 紫式部 左右社 2017.12- 9784865281989 10243370

みんな忘れた 野見山 暁治 平凡社 2018.5 9784582837766 10243525

戯作 ; 漢籍I 京都大学文学部国語学国文学研究室 臨川書店 2018.6 9784653043270 10243527

昭和の精神史 竹山 道雄 藤原書店 2016.11 9784865780949 10243372

西洋一神教の世界 竹山 道雄 藤原書店 2017.1 9784865781069 10243373

吉本隆明全集 16 吉本 隆明 晶文社 2014.3- 9784794971166 10243426

テオフィル・ド・ヴィオー全集 Viau Théophile de 1590-1626 国文社 2018.4 9784772009928 10243419

さまよえる影たち Quignard Pascal 水声社 2017.3 9784801002234 10243441

失われた手稿譜 : ヴィヴァルディをめぐる物語 Sardelli Federico Maria 東京創元社 2018.3 9784488010782 10243448

ギリシャ・ラテン文学 : 韻文の系譜をたどる15章 逸身 喜一郎 研究社 2018.5 9784327510015 10243532

インド哲学10講 赤松 明彦 岩波書店 2018.3 9784004317098 10243386

イスラム10のなぞ : 世界史への招待 宮田 律 中央公論新社 2018.5 9784121506214 10243461

神道入門 : 民俗伝承学から日本文化を読む 新谷 尚紀 筑摩書房 2018.5 9784480071224 10243460

仏教論争 : 「縁起」から本質を問う 宮崎 哲弥 筑摩書房 2018.5 9784480071347 10243459

ヴィルヘルム2世 : ドイツ帝国と命運を共にした「国民皇帝」 竹中 亨 中央公論新社 2018.5 9784121024909 10243560

世界がわかる地理学入門 : 気候・地形・動植物と人間生活 水野 一晴 筑摩書房 2018.3 9784480071255 10243559

欧州ポピュリズム : EU分断は避けられるか 庄司 克宏 筑摩書房 2018.5 9784480071422 10243385

明治の技術官僚 : 近代日本をつくった長州五傑 柏原 宏紀 中央公論新社 2018.4 9784121024831 10243457

人口減少日本であなたに起きること 河合 雅司 講談社 2018.5 9784065117682 10243556

たったひとつの「真実」なんてない : メディアは何を伝えているのか? 森 達也 筑摩書房 2014.11 9784480689269 10243458

デザインが日本を変える : 日本人の美意識を取り戻す 前田 育男 光文社 2018.5 9784334043551 10243558

パンの科学 : しあわせな香りと食感の秘密 吉野 精一 講談社 2018.5 9784065116616 10243557

思想家河合隼雄 中沢 新一 岩波書店 2018.5 9784006003821 10243561

「どんぐりの家」のデッサン : 漫画で障害者を描く 山本 おさむ 岩波書店 2018.5 9784006033088 10243562

日本の漫画の指さすもの 鶴見 俊輔 筑摩書房 2018.5 9784480098566 10243468

漫画の読者として 鶴見 俊輔 筑摩書房 2018.5 9784480098559 10243467

現古辞典 : いまのことばから古語を知る 古橋 信孝 河出書房新社 2018.5 9784309416076 10243465

うつほ物語 室城 秀之 角川学芸出版 2007.6 9784043742035 10243485
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とりかへばや物語 鈴木 裕子 角川学芸出版 2009.6 9784044072056 10243484

椿の海の記 石牟礼 道子 河出書房新社 2013.4 9784309412139 10243388

日本文学盛衰史 高橋 源一郎 講談社 2004.6 4062747812 10243387

傾城の恋/封鎖 张 爱玲 光文社 2018.5 9784334753771 10243463

快読シェイクスピア 河合 隼雄 新潮社 2018.4 9784101252537 10243389

八月の光 Faulkner William 1897-1962 光文社 2018.5 9784334753764 10243464

お前らの墓につばを吐いてやる Vian Boris 河出書房新社 2018.5 9784309464718 10243466

海洋考古学入門 : 方法と実践 木村 淳 東海大学出版部 2018.5 9784486021711 10243568

Remembering independence : pbk. : alk. paper Lentz Carola Routledge 2018 9781138905733 10243325

海賊史観からみた世界史の再構築 : 交易と情報流通の現在を問い直す 稲賀 繁美 思文閣出版 2017.2 9784784218813 10243346

歴史を変えた病 Cartwright Frederick Fox 1909- 法政大学出版局 2018.5 9784588023040 10243444

378年 : 失われた古代帝国の秩序 南川 高志 山川出版社 2018.6 9784634445024 10243473

紀国造家の実像をさぐる : 岩橋千塚古墳群 丹野 拓 新泉社 2018.7 9784787718365 10243363

古代地方木簡のパイオニア : 伊場遺跡 鈴木 敏則 新泉社 2018.7 9784787718372 10243364

法然 : 貧しく劣った人びとと共に生きた僧 平 雅行 山川出版社 2018.6 9784634548282 10243476

酒井抱一 : 大江戸にあそぶ美の文人 玉蟲 敏子 山川出版社 2018.6 9784634548541 10243477

戦国時代の天皇 末柄 豊 山川出版社 2018.7 9784634546943 10243575

入門歴史時代の考古学 近江 俊秀 同成社 2018.5 9784886217929 10243447

古事記及び日本書紀の研究 : 建国の事情と万世一系の思想 津田 左右吉 毎日ワンズ 2018.5 9784901622998 10243456

頼朝将軍記 1 高橋 秀樹 和泉書院 2015.3- 9784757607309 10243415

蒙古襲来 : その軍事史的研究 太田 弘毅 錦正社 1997.1 476460308X 10243574

出島遊女と阿蘭陀 (オランダ) 通詞 : 日蘭交流の陰の立役者 片桐 一男 勉誠出版 2018.4 9784585221975 10243442

徳川日本の個性を考える Nosco Peter 1950- 東京堂出版 2018.5 9784490209877 10243424

近代日本成立期の研究 政治・外交編 松尾 正人 岩田書院 2018.3 9784866020266 10243349

近代日本成立期の研究 地域編 松尾 正人 岩田書院 2018.3 9784866020273 10243348

近代日本の庶民史 : ふつうの人々の暮らしと人生を紡ぐ 西村 卓 有斐閣 2018.4 9784641499218 10243351

忘れられた明治の日光 : 近代日光の史跡を訪ねて 安生 信夫 随想舎 2018.4 9784887483484 10243350

ぐんま古墳探訪 : 見て学ぶ東国文化の輝き 群馬県教育委員会文化財保護課 群馬県教育委員会事務局文化財保護課 2018.3 9784903297262 10243520
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館長と学ぼう大阪の新しい歴史 2 栄原 永遠男 東方出版 2017.7 9784862493316 10243368

神戸の歴史ノート 田辺 眞人 神戸新聞総合出版センター 2018.5 9784343009654 10243519

畿内制 広瀬 和雄 雄山閣 2018.4 9784639025238 10243341

津山藩 岩下 哲典 現代書館 2017.10 9784768471456 10243369

始まりの知 : ファノンの臨床 冨山 一郎 法政大学出版局 2018.7 9784588603532 10243375

建築編 蔡 燕歆 グローバル科学文化出版 2016.12 9784865160468 10243361

服飾編 華 梅 グローバル科学文化出版 2016.8 9784865160383 10243355

哲学思想編 吾 淳 グローバル科学文化出版 2016.8 9784865160406 10243356

文学編 李 春雨 グローバル科学文化出版 2016.8 9784865160390 10243354

祝祭日編 王 学文 グローバル科学文化出版 2016.12 9784865160475 10243360

医薬編 梁 永宣 グローバル科学文化出版 2016.12 9784865160451 10243359

芸術編 劉 謙功 グローバル科学文化出版 2016.12 9784865160420 10243357

漢字編 韩 鉴堂 グローバル科学文化出版 2016.12 9784865160437 10243358

植民暴力の記憶と日本人 : 台湾高地先住民と脱植民の運動 中村 平 大阪大学出版会 2018.3 9784872596090 10243421

漢文研究法 : 中国学入門講義 狩野 直喜 平凡社 2018.7 9784582808902 10243605

シベリアの歴史 加藤 九祚 紀伊國屋書店 2018.5 9784314011587 10243542

アンデス古代の探求 : 日本人研究者が行く最前線 大貫 良夫 中央公論新社 2018.5 9784120050824 10243548

今川氏滅亡 大石 泰史 KADOKAWA 2018.5 9784047036338 10243552

光格天皇 : 自身を後にし天下万民を先とし 藤田 覚 ミネルヴァ書房 2018.7 9784623083879 10243576

柳宗悦 : 「無対辞」の思想 松竹 洸哉 弦書房 2018.5 9784863291683 10243440

オイゲン・ヘリゲル小伝 : 弓道による禅の追求 池沢 幹彦 東北大学出版会 2018.4 9784861633096 10243452

ベーシック都市社会地理学 : urban social geography 神谷 浩夫 ナカニシヤ出版 2018.4 9784779512438 10243435

イスラエルを知るための62章 立山 良司 明石書店 2018.6 9784750346939 10243553

グアテマラを知るための67章 桜井 三枝子 明石書店 2018.7 9784750346892 10243580

思想はいまなにを語るべきか : 福島・沖縄・憲法 高橋 哲哉 三一書房 2018.5 9784380180064 10243554

The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements v. 1. A-E Snow David Alan 1943- Wiley-Blackwell 2013 10243569

The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements v. 2. F-Pe Snow David Alan 1943- Wiley-Blackwell 2013 10243570

The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements v. 3. Pe-Z Snow David Alan 1943- Wiley-Blackwell 2013 10243571
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風刺画で読み解くイギリス宰相列伝 : ウォルポールからメイジャーまで Baker Kenneth 1934- ミネルヴァ書房 2018.5 9784623079469 10243352

The future of human rights : pbk. Brysk Alison 1960- Polity Press c2018 9781509520589 10243334

憎しみに抗って : 不純なものへの賛歌 Emcke Carolin みすず書房 2018.3 9784622086703 10243376

内務省の社会史 副田 義也 東京大学出版会 2018.5 9784130501941 10243521

官僚制のユートピア : テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則 Graeber David 以文社 2017.12 9784753103430 10243544

Rethinking postwar Okinawa : beyond American occupation : cloth Iacobelli Pedro Lexington Books c2017 9781498533119 10243322

激変する朝鮮半島情勢 : 厳しさ増す米中競合 平和安全保障研究所 朝雲新聞社 2018.7 9784750940403 10243587

Engaging adversaries : peacemaking and diplomacy in the human interest : pbk. : alk. paper Gurtov Melvin Rowman & Littlefield c2018 9781538111130 10243329

Introduction to international relations : theory and practice : pbk. : alk. paper Kaufman Joyce P. Rowman & Littlefield c2018 9781538105375 10243327

延喜式 中 虎尾 俊哉 集英社
2000.5-
2017.12

9784081970094 10243606

延喜式 下 虎尾 俊哉 集英社
2000.5-
2017.12

9784081970100 10243607

ニュルンベルク合流 : 「ジェノサイド」と「人道に対する罪」の起源 Sands Philippe 1960- 白水社 2018.4 9784560096253 10243378

この戦いはわたしたちの戦いだ : アメリカの中間層を救う闘争 Warren Elizabeth 蒼天社出版 2018.4 9784901916400 10243377

Global capitalism, global war, global crisis : pbk. Bieler Andreas 1967- Cambridge University Press 2018 9781108452632 10243332

経営・ビジネス心理学 松田 幸弘 ナカニシヤ出版 2018.4 9784779512636 10243362

Sustainable business : key issues : pbk Kopnina Helen Routledge 2018 9781138087903 10243326

「社格」の研究 : 企業経営の成熟度を探る 坂本 重泰 東洋経済新報社 2002.5 4492531416 10243563

Can business save the earth? : innovating our way to sustainability : cloth Lenox Michael Stanford Business Books c2018 9780804790994 10243323

リーダーシップ徹底講座 : すぐれた管理者を目指す人のために 小野 善生 中央経済社 2018.4 9784502259715 10243529

最強のリーダーシップ理論集中講義 : コッター、マックス・ウェーバー、三隅二不二
から、ベニス、グリーンリーフ、ミンツバーグまで : leadership theory intensive
lecture

小野 善生 日本実業出版社 2013.2 9784534050342 10243528

研修設計マニュアル : 人材育成のためのインストラクショナルデザイン 鈴木 克明 北大路書房 2015.4 9784762828942 10243573

死者とのつながり 副田 義也 東信堂 2017.1 9784798914008 10243342

ソーシャル・キャピタルの世界 : 学術的有効性・政策的含意と統計・解析手法の検
証

稲葉 陽二 ミネルヴァ書房 2016.8 9784623077694 10243481

ソーシャル・キャピタルと教育 : 「つながり」づくりにおける学校の役割 露口 健司 ミネルヴァ書房 2016.9 9784623077700 10243482

ソーシャル・キャピタルと社会 : 社会学における研究のフロンティア 佐藤 嘉倫 ミネルヴァ書房 2018.6 9784623077755 10243483

Global dialectics in intercultural communication : case studies : pbk. : alk. paper Drzewiecka Jolanta A. Peter Lang c2018 9781433132247 10243333

グローバル・コミュニケーション学入門 中西 のりこ 三省堂 2018.5 9784385364162 10243533

ヴァナキュラー文化と現代社会 ウェルズ 恵子 思文閣出版 2018.3 9784784219339 10243411
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Livable cities from a global perspective : pbk Caves Roger W. Routledge 2018 9781138696754 10243316

質的データの分析 Gibbs Graham R. 新曜社 2017.12 9784788515512 10243366

あたらしい路上のつくり方 : 実践者に聞く屋外公共空間の活用ノウハウ 影山 裕樹 DU BOOKS 2018.5 9784866470597 10243555

The century of women : how women have transformed the world since 1900 : pbk. : alk. paper Bucur-Deckard Maria 1968- Rowman & Littlefield c2018 9781442257399 10243328

The trans generation : how trans kids (and their parents) are creating a gender
revolution

: cloth Travers Ann New York University Press c2018 9781479885794 10243324

Children's rights : new issues, new themes, new perspectives : hardback Freeman Michael D. A. 1943- Brill Nijhoff c2018 9789004356757 10243320

学習意欲をデザインする : ARCSモデルによるインストラクショナルデザイン Keller John M. 北大路書房 2010.7 9784762827211 10243590

Patriotic education in a global age : pbk. : alk. paper Curren Randall R. The University of Chicago Press 2018 9780226552392 10243330

インストラクショナルデザインの道具箱101 市川 尚 北大路書房 2016.3 9784762829260 10243572

教育工学論文執筆の要点 清水 康敬 ミネルヴァ書房 2018.3 9784623083923 10243523

明治期女子高等教育における日英の交流 : 津田梅子・成瀬仁蔵・ヒューズ・フィリッ
プスをめぐって

白井 尭子 ドメス出版 2018.5 9784810708394 10243589

アイヌ 谷川 健一 大和書房 2018.7 9784479861133 10243371

みんなが知らないネパール : 文化人類学者が出会った人びと 三瓶 清朝 尚学社 2018.5 9784860311520 10243543

Transglobal fashion narratives : clothing communication, style statements and
brand storytelling

: hbk. Peirson-Smith Anne Intellect 2018 9781783208449 10243321

子どもの着物大全 : 「かわいい」のルーツがわかる : 年中行事や成長に合わせた着
物、文様、帯結びから被布、羽織袴、背守りなどの知識までを紹介した決定版

似内 惠子 誠文堂新光社 2018.5 9784416518250 10243338

日本の洋食 : 洋食から紐解く日本の歴史と文化 青木 ゆり子 ミネルヴァ書房 2018.5 9784623082919 10243537

江戸山王祭礼絵巻 : 練物・傘鉾・山車・屋台 福原 敏男 岩田書院 2018.3 9784866028064 10243353

描かれた祇園祭 : 山鉾巡行・ねりもの研究 八反 裕太郎 思文閣出版 2018.1 9784784219063 10243418

太子信仰と天神信仰 : 信仰と表現の位相 武田 佐知子 思文閣出版 2010.5 9784784214730 10243423

狼の民俗学 : 人獣交渉史の研究 菱川 晶子 東京大学出版会 2018.5 9784130503020 10243524

日本憲兵史 : 思想憲兵と野戦憲兵 荻野 富士夫 小樽商科大学出版会 2018.3 9784818824928 10243586

The impact of climate change on our life : the questions of sustainability : hbk. Omran Abdelnaser Springer Nature c2018 9789811077470 10243319

洞窟探検家 吉田 勝次 風濤社 2018.5 9784892194481 10243515

地層のきほん : やさしいイラストでしっかりわかる : 縞模様はどうしてできる?岩石や
化石から何がわかる?地球の活動を読み解く地層の話

目代 邦康 誠文堂新光社 2018.5 9784416618158 10243434

人間の偏見動物の言い分 : 動物の「イメージ」を科学する 高槻 成紀 イースト・プレス 2018.5 9784781616612 10243449

洞察の起源 : 動物からヒトへ、状況を理解し他者を読む心の進化 Byrne Richard 新曜社 2018.5 9784788515789 10243547

健康心理学の測定法・アセスメント 鈴木 伸一 ナカニシヤ出版 2018.7 9784779512933 10243343

見る脳・描く脳 : 絵画のニューロサイエンス 岩田 誠 東京大学出版会 2018.5 9784130633703 10243538
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認知症を堂々と生きる : 終末期医療・介護の現場から 宮本 礼子 中央公論新社 2018.5 9784120050800 10243446

世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事 津川 友介 東洋経済新報社 2018.4 9784492046241 10243454

最新図解基礎からわかるコンクリート 水村 俊幸 ナツメ社 2018.6 9784816364501 10243531

市民が関わるパブリックスペースのデザイン : 姫路市における市民・行政・専門家
の創造的連携

小林 正美 エクスナレッジ 2015.5 9784767819822 10243584

安藤忠雄展 : 挑戦 安藤 忠雄 安藤忠雄建築展実行委員会 [2017] 10243492

人と建物がつむぐ街の記憶 : 山形県鶴岡市を訪ねて 1 高瀬 雅弘 弘前大学出版会 2018.3 9784907192600 10243367

現代建築理論序説 : 1968年以降の系譜 Mallgrave Harry Francis 鹿島出版会 2018.5 9784306046641 10243545

場所原論 : 建築はいかにして場所と接続するか : ポスト震災の新しい建築哲学 : 18
事例の素材・詳細を図解

隈 研吾 市ケ谷出版社 2012.1 9784870712928 10243339

建築はいかにして都市と統合できるか 隈 研吾 市ケ谷出版社 2018.4 9784870713000 10243340

住宅デザインの実際 : 進化する間取り/外断熱住宅 黒沢 和隆 共立出版 2018.5 9784320077201 10243432

建築消防advice 2018 建築消防実務研究会 新日本法規出版 1986- 9784788283633 10243518

産業用カメラの選び方・使い方 : カメラ・ケーブル・レンズ・照明の基本がわかる! [2018] 月刊画像ラボ編集部 日本工業出版 2012.4 9784819030090 10243517

臥雲辰致 (がうんときむね) とガラ紡機 : 発明の文化遺産 : 和紡糸・和布の謎を探る 北野 進 アグネ技術センター 2018.6 9784901496919 10243526

ル・シュクレクールのパン 岩永 歩 柴田書店 2018.5 9784388062812 10243403

ダンデライオンのチョコレート : カカオ豆からレシピまでビーントゥバーの本 MasonisTodd 新泉社 2018.5 9784787718082 10243406

Before the refrigerator : how we used to get ice : pbk. : alk. paper Rees Jonathan 1966- Johns Hopkins University Press c2018 9781421424590 10243331

日本の有平糖 : 名匠に学ぶ、基本の手順と細工徹底解説 石川 久行 グラフィック社 2018.5 9784766131697 10243404

グラス・スイーツ・バリエーション : さまざまな素材と組み合わせを愉しむ 山内 敦生 誠文堂新光社 2018.5 9784416617182 10243431

太陽の塔 平野 暁臣 小学館クリエイティブ 2018.4 9784778036133 10243401

今、なぜ種が問題なのか : 食卓のやさいが!? 寺尾 朱織 歴史春秋社出版 2018.4 9784897579221 10243450

同業者町の研究 : 同業者の離合集散と互助・統制 網島 聖 清文堂出版 2018.5 9784792410773 10243422

小売再生 : リアル店舗はメディアになる Stephens Doug プレジデント社 2018.5 9784833422734 10243582

リアル店舗の逆襲 : 対アマゾンのAI戦略 : 人工知能〈AI〉が『流通・小売』を変える リテールAI研究会 日経BP社 2018.6 9784822256760 10243583

キャバレー、ダンスホール20世紀の夜 今井 晶子 グラフィック社 2018.3 9784766131024 10243462

民泊を考える 浅見 泰司 プログレス 2018.5 9784905366768 10243438

地方創生の先駆者 : 岩切章太郎の実践観光哲学 富田 敏之 ユーフォーブックス 2018.4 9784897131641 10243428

ネット時代の旅行業 : その現状と将来 丸山 政行 清文社 2018.5 9784433492083 10243433

Research methods for tourism students : pbk Durbarry Ramesh Routledge 2018 9780415673198 10243318
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Tourism, tourists and society : pbk. Sharpley Richard 1956- Routledge 2018 9781138629493 10243317

はじめての国際観光学 : 訪日外国人旅行者を迎えるために 山口 一美 創成社 2018.5 9784794425270 10243437

東アジア電信網と朝鮮通信支配 有山 輝雄 吉川弘文館 2016.12 9784642038607 10243591

解放された観客 : 新装版 Rancière Jacques 法政大学出版局 2018.5 9784588140501 10243443

芸術家のための人体解剖図鑑 Simblet Sarah エクスナレッジ 2018.5 9784767824642 10243514

サンシャワー : 東南アジアの現代美術展1980年代から現在まで = Sunshower :
contemporary art from Southeast Asia 1980 to now

国立新美術館
国立新美術館 : 森美術館 : 国際交流基金アジア
センター

2017.8 9784582207118 10243490

レオナルド・ダ・ヴィンチの「解剖手稿A」 : 人体の秘密にメスを入れた天才のデッサ
ン

Clayton Martin 1967- グラフィック社 2018.5 9784766130744 10243402

描かれる他者、攪乱される自己 : アート・表象・アイデンティティ 横山 佐紀 ありな書房 2018.1 9784756618580 10243345

草間彌生 : わが永遠の魂 = Yayoi Kusama : my eternal soul 国立新美術館 朝日新聞社 c2017 10243487

やってみよう、アート : 国立新美術館ワークショップ記録集 2011年4月-2017年1月 国立新美術館教育普及室 国立新美術館 2011.12- 10243491

怪物から天球へ : 講演・書簡・エッセイ Warburg Aby 1866-1929 ありな書房 2014.10 9784756614353 10243344

国宝の解剖図鑑 佐藤 晃子 エクスナレッジ 2018.4 9784767824550 10243429

ジャコメッティ展 横山 由季子 TBSテレビ c2017 9784906908202 10243488

近江の古像 高梨 純次 思文閣出版 2014.8 9784784217618 10243347

歌麿『画本虫撰』『百千鳥狂歌合』『潮干のつと』 菊池 庸介 講談社 2018.5 9784062586788 10243382

Aki Kuroda 黒田 アキ Maeght éditeur 1992 286941210X 10243498

精神と光彩の画家中村貞夫 : 揺籃期から世界四大文明を超えて 中村 貞夫 大阪大学出版会 2018.4 9784872595253 10243566

なぜ日本はフジタを捨てたのか? : 藤田嗣治とフランク・シャーマン1945-1949 富田 芳和 静人舎 2018.5 9784909299017 10243564

クレーの日記 Klee Paul 1879-1940 みすず書房 2018.5 9784622086611 10243410

ミュシャ展 国立新美術館 求龍堂 2017.3 9784763017031 10243489

センネン画報+10 years 今日 マチ子 太田出版 2018.5 9784778322908 10243425

Style : 1979-2018 : 男のファッションはボクが描いてきた 綿谷 寛 小学館 2018.5 9784096822609 10243405

慶長以来新刀辨疑 : 現代語訳 鎌田 魚妙 里文出版 2018.5 9784898064658 10243427

日本の色図鑑 吉田 雪乃 マイルスタッフ 2018.5 9784295401759 10243539

エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン : 日本のBGMの歴史 = Elevator Music in
Japan

田中 雄二 DU BOOKS 2018.5 9784866470566 10243534

リアリズム演技 : 想像の設定の中で真実に生きるためにニューヨークで学んだこと 中西 正康 而立書房 2018.5 9784880594064 10243550

九代目團十郎 渡辺 保 演劇出版社 2018.5 9784861840104 10243546

日本操り人形史 : 形態変遷・操法技術史 加納 克己 八木書店 2007.6 9784840696487 10243470
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新海誠展 : 「ほしのこえ」から「君の名は。」まで 新海 誠 朝日新聞社 2017.6 10243486

鈴木敏夫のジブリ汗まみれ 5 鈴木 敏夫 復刊ドットコム 2013.3- 9784835449296 10243379

伝説のアニメ職人(クリエーター)たち : アニメーション・インタビュー 第1巻 星 まこと まんだらけ出版部 2018.5 9784860721428 10243530

狩猟具から文射・武射へ 入江 康平 雄山閣 2018.5 9784639025481 10243412

射芸の探求と教育の射 入江 康平 雄山閣 2018.5 9784639025498 10243413

ボードゲームデザイナーガイドブック : ボードゲームデザイナーを目指す人への実
践的なアドバイス

Werneck Tom スモール出版 2018.5 9784905158547 10243451

パブリックエネミー 矢野 俊策 KADOKAWA 2010.2 9784040710419 10243478

ヒューマンリレーション 矢野 俊策 KADOKAWA 2015.8 9784040706764 10243479

リンケージマインド 矢野 俊策 KADOKAWA 2013.11 9784047129283 10243480

ことばを教える・ことばを学ぶ : 複言語・複文化・ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)
と言語教育

泉水 浩隆 行路社 2018.3 9784875343905 10243417

ことばの雑記控 : 六十の手習い八十の飯事 倉持 保男 三省堂 2018.5 9784385364421 10243551

標準語史と方言 真田 信治 ひつじ書房 2018.3 9784894769151 10243380

英語のなぜ?101問 : なぜ「完了形」が継続の意味になるの? 森住 衛 DHC 2018.5 9784887246065 10243436

同時通訳者のカバンの中 : ツールを使いこなせば英語力3割アップ! 関谷 英里子 祥伝社 2018.5 9784396616519 10243453

英語のテンス・アスペクト・モダリティ 成田 義光 英宝社 2005.10 4269770228 10243393

平城宮木簡 5 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所 1966- 10243578

平城宮木簡 5 解説 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所 1966- 10243579

園城寺の仏像 第1巻 園城寺の仏像編纂委員会 思文閣出版 2016.3- 9784784217656 10243511

園城寺の仏像 第2巻 園城寺の仏像編纂委員会 思文閣出版 2016.3- 9784784218646 10243512

園城寺の仏像 第3巻 園城寺の仏像編纂委員会 思文閣出版 2016.3- 9784784219100 10243513

醍醐寺の仏像 第1巻 : 如来 副島 弘道 勉誠出版 2018.1 9784585272014 10243510

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
10図版

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510322 10243502

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
10解説

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510322 10243503

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
11図版

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510339 10243504

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
11解説

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510339 10243505

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
12図版

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510346 10243506

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
12解説

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510346 10243507

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
13図版

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510353 10243508
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日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇
13解説

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510353 10243509

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇9
図版

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510315 10243500

日本彫刻史基礎資料集成
鎌倉時代 造像銘記篇9
解説

丸尾 彰三郎 中央公論美術出版 1966- 9784805510315 10243501

公共図書館の役割と蔵書、出版文化維持のために : 2017年第103回全国図書館大
会第21分科会報告集

日本書籍出版協会図書館委員会 日本書籍出版協会図書館委員会 2018.4 9784890031467 10243497

モラリア 4 Plutarch 京都大学学術出版会
1997.6-
2018.6

9784814001705 10243374

Anmerkungen VI-IX (Schwarze Hefte 1948/49-1951) : Ln Heidegger Martin 1889-1976 Vittorio Klostermann c2018 9783465005834 10243565

未刊古文書釈文作成のための協調作業環境の構築 近藤 成一 近藤成一 2017.2 10243494

勘例 : 陽明文庫本 上 東京大学史料編纂所 岩波書店 2018.6 9784000099875 10243471

中院一品記 上 中院 通冬 岩波書店 2018.6 9784000099851 10243472

加能史料 戦国 16 加能史料編纂委員会 石川史書刊行会 1982- 10243585

稲束家日記 明治元年-明治45年 池田市史編纂委員会 池田市役所
1973.3-
1986.3

10243567

小説集 4 瀧本 弘之 遊子館 2009.7- 9784863610293 10243337

備前焼の製作道具調査報告書 備前市教育委員会 備前市教育委員会生涯学習課文化財係 2018.3 10243493

Milton studies v. 59 Simmonds James D. University of Pittsburgh Press c1995- 9780820707105 10243407

The Canterbury tales : seventeen tales and the general prologue: authoritative
text, sources and backgrounds, criticism

: pbk. Chaucer Geoffrey -1400 W. W. Norton & Company 2018 9781324000563 10243408

The golden age of Spanish drama : a new translation, backgrounds and contexts,
criticism

: pbk. Racz Gregary Joseph W. W. Norton & Company 2018 9780393923629 10243409

Posthomerica Quintus Smyrnaeus 4th cent. Harvard University Press 2018 9780674997165 10243469

関西窯業の近代 1 大手前大学史学研究所 大手前大学史学研究所 2017.3 10243496

新発見・西宮の地下に眠る古代遺跡 : 浮かびあがる武庫郡の中心 : 大手前大学史
学研究所・西宮市教育委員会合同シンポジウム

大手前大学史学研究所 大手前大学史学研究所 : 西宮市教育委員会 2018.3 10243495

英語学論説資料 50(2016年分) 第6分冊 論説資料保存会 論説資料保存会 2000.7- 10243390

英語学論説資料
50(2016年分) 第6分冊
(増刊)

論説資料保存会 論説資料保存会 2000.7- 10243391

国文学年次別論文集 平成25(2013)年 中世1 学術文献刊行会 朋文出版 2013.12- 10243383
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■いたみ稲野キャンパス

医療事務概論 : 病院で働く人のみちしるべ 小林 利彦 洋學社 2018.4 9784908296109 92043785

最新医療事務入門 : 窓口業務から保険請求、統計業務まで 2018年版(第20版) 木津 正昭 医学通信社 2016.5- 9784870586703 92043784

東大教授が挑むAIに「善悪の判断」を教える方法 : 「人を殺してはいけない」は"い
つも正しい"か?

鄭 雄一 扶桑社 2018.5 9784594079505 20106324

バロック・ロココの革新 高橋 裕子 小学館 2016.2 9784098230273 20106326

近代から現代へと続く問いかけ 三浦 篤 小学館 2016.12 9784098230280 20106327

源氏物語の教え : もし紫式部があなたの家庭教師だったら 大塚 ひかり 筑摩書房 2018.3 9784480689993 20106323

コンピュータとは何か? = What is a computer? 中村 克彦 東京電機大学出版局 2018.5 9784501556402 20106336

イチから学ぶビジネス : 高校生・大学生の経営学入門 小野 正人 創成社 2018.5 9784794425256 20106335

新・正社員論 : 共稼ぎ正社員モデルの提言 久本 憲夫 中央経済社 2018.3 9784502249617 20106338

身体障害認定基準及び認定要領 : 解釈と運用 中央法規出版 中央法規出版 2016.11 9784805854112 20106325

いつも躍っている子供たち : 聾・身体・ケニア 吉田 優貴 風響社 2018.2 9784894892439 20106322

消化管からみた健康・栄養 南 久則 建帛社 2018.5 9784767961972 20106328

100年後の世界 : SF映画から考えるテクノロジーと社会の未来 鈴木 貴之 化学同人 2018.5 9784759816761 20106331

もっと知りたい横山大観 : 生涯と作品 古田 亮 東京美術 2018.5 9784808711054 20106334

定本基本の人体デッサン Bammes Gottfried パイインターナショナル(発売) 2018.7 9784756250070 20106337

FAKEな平成史 森 達也 KADOKAWA 2017.9 9784041052549 20106330

人手不足を乗り越える力 : 生産性向上のカギ 中小企業庁 日経印刷 2018.6 9784865791181 20106320

男女共同参画白書 平成30年版 総理府 大蔵省印刷局 1998.7- 9784906955794 20106321

医者からもらった薬がわかる本 2018-2019年版 木村 繁 社会保険法規研究会 1988.4- 9784865135008 20106329

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30年版 公害等調整委員会 大蔵省印刷局 1985- 9784904225257 20106333

人口減少時代のICTによる持続的成長 総務省 日経印刷 2018.7 9784865791211 20106332
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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。)

散野遺跡(第1地点) : 新ごみ処理施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 地域文化財研究所 水戸市教育委員会 2016.3 14047115

菅谷中西遺跡 : 住宅造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 スナガ環境測設株式会社 高崎市教育委員会 2018.3 14047083

株式会社シティーハウスによる共同住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

CEL シティーハウス 2018.1 14047143

小田原市遺跡調査発表会 : 発表要旨 平成29年 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2001.11- 14047106

小田原城三の丸大久保弥六郎邸跡 : 市民ホール整備に伴う発掘調査 第8地点 玉川文化財研究所 小田原市 2012.10- 14047108

小田原城三の丸毒榎平北堀第I地点 : 平成28年度城山陸上競技場改修工事に係
る埋蔵文化財発掘調査

玉川文化財研究所 小田原市 2017.1 14047109

杉浦平太夫・大久保弥六郎邸跡 : 小田原城三の丸 : 小田原北条時代と小田原藩
政時代屋敷跡の調査

玉川文化財研究所 小田原市 2017.2 14047138

千代寺院跡研究の到達点 : 遺跡講演会 : 資料集 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2017.12 14047107

曽我遺跡群 : 大磯丘陵に営まれた縄文集落と曽我氏の遺跡 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2018.3 14047137

小田原城下天神下跡第IV・V・VI・VII地点 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2018.3 14047111

小田原城下中宿町遺跡第VI地点 小田原市教育委員会 小田原市教育委員会 2018.3 14047110

山草荷遺跡出土の弥生土器 : 新発田市指定有形文化財(考古資料) 新発田市教育委員会 新発田市教育委員会 2018.3 14047099

板山館跡発掘調査報告書 新発田市教育委員会 新発田市教育委員会 2018.3 14047097

遺跡保護のあゆみ : 開所40年記念特別展 : 富山県40年間の発掘調査で解き明か
されてきた歴史の数々

富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター 2017.10 14047093

小竹貝塚出土品(縄文人骨) ; とやまの旧石器(県指定文化財) : 直坂I遺跡出土品
ウワダイラI遺跡出土品 立美遺跡出土品

富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター 2018.3 14047084

平成27・28年度福井市都市計画福井駅周辺土地区画整理事業に伴う福井城跡発
掘調査報告書

福井市教育委員会 福井市教育委員会 2018.3 14047080

市内遺跡発掘調査報告書 2016 佐久市教育委員会 佐久市教育委員会 1991- 14047128

樋村遺跡 : 樋村遺跡群 : 長野県佐久市大字平賀樋村遺跡II発掘調査報告書 遺物編 佐久市教育委員会 佐久市教育委員会 2003.3- 14047129

岩村田遺跡群西八日町遺跡 : 長野県佐久市岩村田西八日町遺跡発掘調査報告書 8 佐久市教育委員会
長野県佐久市教育委員会 : [長野県佐久市教育
委員会]文化財課

2010.3- 14047130

長土呂遺跡群上聖端遺跡IV 佐久市教育委員会
佐久市教育委員会 : [佐久市教育委員会]社会教
育部文化振興課文化財事務所

2017.12 14047131

家地頭古墳群家地頭2号墳 佐久市教育委員会
佐久市教育委員会 : [佐久市教育委員会]社会教
育部文化振興課文化財事務所

2018.3 14047132

西近津遺跡群西近津遺跡XI 佐久市教育委員会
佐久市教育委員会 : [佐久市教育委員会]社会教
育部文化振興課文化財事務所

2018.3 14047133

穂高神社境内遺跡 : 新穂高支所建設事業に伴う第1次発掘調査報告書 1 安曇野市教育委員会 安曇野市教育委員会 2018.3 14047139

安曇野市埋蔵文化財調査報告書 平成28年度 安曇野市教育委員会 安曇野市教育委員会 2017.3- 14047134

権現遺跡 多治見市文化財保護センター 多治見市教育委員会 2018.3 14047145

砂田・総作遺跡 多治見市文化財保護センター 多治見市教育委員会 2018.3 14047144

関市市内遺跡発掘調査報告書 平成27年度 関市教育委員会 関市教育委員会 2008.3- 14047171



14/20

書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

関市埋蔵文化財発掘調査報告書 平成24・25年度 関市教育委員会 関市教育委員会 2006- 14047172

正倉院鏡と東アジア世界 川勝 守 汲古書院 2017.7 9784762965913 14047193

高靈池山洞第73〜75號墳 本文 曺 永鉉 大東文化財研究院 2012.3 14047199

高靈池山洞第73〜75號墳 圖版 曺 永鉉 大東文化財研究院 2012.3 14047200

殷代青銅器の生産体制 : 青銅器と銘文の製作からみる工房分業 鈴木 舞 六一書房 2017.5 9784864450874 14047190

ロシア・アルハラ河畔の女真大字墨書 : 女真・契丹文字遺跡をたどって 愛新覚羅 烏拉煕春 朋友書店 2017.5 9784892811623 14047198

沂水纪王崮春秋墓出土文物集萃 山東省文物考古研究所 文物出版社 2016.8 9787501047116 14047183

晋阳古城一号建筑基址 山西省考古研究所 科学出版社 2016.10 9787030495204 14047184

凤翔孙家南头 : 周秦墓葬与西汉仓储建筑遗址发掘报告 陕西省考古研究院 科学出版社 2015.6 9787030446473 14047188

建康蘭陵六朝陵墓図考 /朱偰 著 朱偰 中華書局 2015.8 9787101052022 14047197

良渚考古八十年 浙江省文物考古研究所 文物出版社 2016.11 9787501048052 14047186

天国之享 : 襄阳南朝画像砖艺术 襄阳市博物馆 科学出版社 2016.7 9787030495150 14047187

中国--东南亚铜鼓 = Bronze drums of China--Southeast Asia = ຄອງບັງຈີນ--
ອາຊຽນ

老挝卷 = Laos vol. = 
ເຫັຼມຄອງບັງລາວ 李 富強 广西人民出版社 2016.8 9787219100004 14047192

呼倫貝爾民族文物考古大系 扎賚諾爾区巻 文物出版社 2015.2 9787501042340 14047189

遼甯省博物館館刊 = Liaoning Provincial Museum journal 2013 马 宝杰 辽海出版社 2006.12- 14047191

新疆佛教遗址 上下册 上册 新疆維吾爾自治区文物局 科学出版社 2015.12 14047194

新疆佛教遗址 上下册 下册 新疆維吾爾自治区文物局 科学出版社 2015.12 14047195

西側遺跡(XI)・眼鏡下池北遺跡(VIII) 豊橋市教育委員会
豊橋市教育委員会教育部美術博物館文化財セン
ター

2018.1 14047173

境松遺跡(VII)・若宮遺跡(XI) 豊橋市教育委員会
豊橋市教育委員会教育部美術博物館文化財セン
ター

2018.3 14047174

小浜 (こはま) 貝塚第2次発掘調査 ; 市場 (いちば) 遺跡第13次発掘調査 ; 瓜郷 (う
りごう) 遺跡第9次発掘調査 ; 吉田城址 (よしだじょうし) 第47次発掘調査

豊橋市教育委員会
豊橋市教育委員会教育部美術博物館(文化財セ
ンター)

2018.3 14047175

平成23-28年度志摩市内遺跡発掘調査報告 志摩市教育委員会 志摩市教育委員会 2018.3 14047085

史跡斎宮跡 : 現状変更緊急発掘調査報告 平成28年度 三重県斎宮跡調査事務所 明和町 1985.3- 14047079

膳所城と藩政 : 築城から幕末十一烈士事件まで : 企画展 大津市歴史博物館 大津市歴史博物館 2018.3 14047140

大津の都と白鳳寺院 : 企画展 : 大津京遷都一三五〇年記念 大津市歴史博物館 大津市歴史博物館 2017.10 14047141

田上 (たなかみ) てぬぐい : 暮らしと文化 : 企画展 大津市歴史博物館 大津市歴史博物館 2017.7 14047142

小規模開発関連発掘調査報告書 平成28年度 長浜市教育委員会 滋賀県長浜市教育委員会文化財保護センター 2011.3- 14047167

近江八幡市埋蔵文化財調査報告書 57 近江八幡市教育委員会 近江八幡市教育委員会 1983.3- 14047124

森ノ前遺跡第10次発掘調査報告書 近江八幡市 近江八幡市 : 近江八幡市教育委員会 2018.3 14047125
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御館前遺跡第9次発掘調査報告書 近江八幡市 近江八幡市 : 近江八幡市教育委員会 2018.3 14047126

京都府埋蔵文化財調査報告書 平成29年度 京都府教育庁指導部文化財保護課 京都府教育委員会 2005.3- 14047169

長岡京市文化財調査報告書 第71冊 長岡京市教育委員会 長岡京跡発掘調査研究所 1980- 14047119

西福井遺跡 : 一般府道余野茨木線歩道整備工事に伴う発掘調査 2 大阪府教育委員会 大阪府教育委員会 2017.1- 14047100

宮園遺跡 : 大阪府営堺宮園第1期高層住宅(建て替え)新築工事に伴う発掘調査 大阪府教育委員会 大阪府教育委員会 2018.3 14047101

府中遺跡 : 都市計画道路和泉中央線整備事業に伴う発掘調査 [3] 大阪府教育委員会 大阪府教育委員会 2010.10- 14047116

本町遺跡 : 大阪府豊中市 : 第43次発掘調査報告書 豊中市教育委員会 豊中市教育委員会 2017.9 14047135

豊中市埋蔵文化財発掘調査概要 平成29(2017)年度 豊中市教育委員会社会教育課文化係 豊中市教育委員会 1982- 14047136

西村公朝芸術家の素顔 : 西村公朝作品収蔵記念 西村 公朝 吹田市立博物館 2018.3 14047168

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 平成29年度 茨木市教育委員会 茨木市教育委員会 2014.3- 14047118

交野市文化財分布地図 交野市 交野市 [2018] 14047155

森遺跡 11 交野市教育委員会 交野市教育委員会 1991.3- 14047153

森遺跡 12 交野市教育委員会 交野市教育委員会 1991.3- 14047154

交野市埋蔵文化財発掘調査概要 平成29年度 交野市教育委員会 交野市教育委員会 1998- 14047156

深江北町遺跡第17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 2018.3 14047104

神出窯跡群発掘調査報告書 : 昭和56年度宮ノ裏支群・釜ノ口支群・昭和57年度堂
ノ前支群・田井裏支群・池ノ下支群・南下地区・昭和58・59年度老ノ口支群・昭和62
年度万堡池支群

神戸市教育委員会 神戸市教育委員会文化財課 2018.3 14047105

兵庫津遺跡第69次発掘調査報告書 神戸市教育委員会文化財課 神戸市教育委員会文化財課 2018.3 14047103

北青木遺跡第8次発掘調査報告書 神戸市教育委員会文化財課 神戸市教育委員会文化財課 2018.3 14047102

尼崎市内遺跡発掘調査等 : 概要報告書 : 国庫補助事業 平成28年度 尼崎市教育委員会歴博・文化財担当 尼崎市教育委員会 2006.12- 14047170

寺田遺跡第233地点 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2018.3 14047121

冠遺跡(第9・10地点) ; 西山町遺跡(第4地点) ; 業平遺跡(第34地点) ; 小松原遺跡
(第5地点)

芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2018.3 14047122

寺田遺跡(第230地点) ; 船戸遺跡(第14地点) ; 打出小槌遺跡(第56地点) 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2018.3 14047123

国指定史跡三木城跡及び付城跡・土塁整備基本計画書 三木市教育委員会 三木市教育委員会 2018.3 14047078

川西市発掘調査報告 平成27年度 川西市教育委員会 川西市教育委員会 2007.3- 14047092

大福遺跡第27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 2018.1 14047077

和歌山市内遺跡発掘調査概報 平成28年度 和歌山市教育委員会 和歌山市教育委員会 2011.3- 14047127

下味野所在遺跡 ; 曳田所在遺跡 ; 宮長竹ヶ鼻遺跡 ; 倉見古墳群 ; 乙亥正屋敷廻
遺跡 ; 山手地ユノ谷上分遺跡 ; 天神山遺跡 ; 岩吉遺跡 ; 鳥取城跡(第35次) ; 鳥取
城跡(第36次) ; 鳥取城跡(第37次) ; 鳥取城跡(第38次) ; 鳥取城下町遺跡(第4次) ; 
鳥取城下町遺跡(第5次)

鳥取市教育委員会 鳥取市教育委員会 2017.3 14047164
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亀井茲矩墓調査報告書 平成29(2017)年度 鳥取市教育委員会 鳥取市教育委員会 2017.10 14047163

史跡青木遺跡(5号地) 2 米子市教育委員会 米子市教育委員会 2016.3- 14047161

米子市内遺跡発掘調査報告書 : 遺跡分布調査 米子市教育委員会 米子市教育委員会 1990.3- 14047162

金廻芦谷平遺跡・越敷山古墳群(金廻地区) : 鳥取県西伯郡伯耆町 米子市文化財団 米子市文化財団 2018.3 14047160

松江城下町遺跡(母衣町115) : 山陰電力所設置工事のうち付属建物新築工事に伴
う埋蔵文化財調査報告書

松江市教育委員会
島根県松江市教育委員会 : 松江市スポーツ・文
化振興財団

2018.3 14047082

礫岩古墳 : 一般国道431号(野原工区)防災安全交付金(交通安全)工事に伴う発掘
調査報告書

松江市教育委員会
島根県松江市教育委員会 : 松江市スポーツ・文
化振興財団

2018.3 14047081

前田遺跡 : 県道倉敷笠岡線道路改築に伴う発掘調査 岡山県古代吉備文化財センター 岡山県教育委員会 2018.3 14047165

警察本部庁舎整備事業に伴う発掘調査 岡山県古代吉備文化財センター 岡山県教育委員会 2018.3 14047166

勝山御殿跡調査成果報告書 : 勝山御殿跡勝山地区公園整備事業に伴う確認調査
成果および公園整備工事内容報告

下関市教育委員会 下関市教育委員会 2018.3 14047152

史跡萩城跡(東園) : 保存整備に伴う発掘調査報告書 萩市まちじゅう博物館推進部文化財保護課
山口県萩市まちじゅう博物館推進部文化財保護
課

2018.3 14047120

周南市都市計画事業久米中央土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 3: 垣外遺跡第5次調査
周南市教育委員会生涯学習課文化財保護
担当

周南市教育委員会 2016.3- 14047117

出釈迦寺調査報告書 : 四国八十八ヶ所霊場第七十三番札所 香川県政策部文化芸術局文化振興課 香川県 : 香川県教育委員会 2018.3 14047157

長尾寺調査報告書 : 四国八十八ヶ所霊場第八十七番札所 香川県政策部文化芸術局文化振興課 香川県 : 香川県教育委員会 2018.3 14047158

讃岐遍路道霊山寺道調査報告書 : 第88番札所大窪寺から第1番札所霊山寺間の
遍路道

1 香川県政策部文化芸術局文化振興課 香川県 : 香川県教育委員会 2018.3 14047159

太宰府文化財名選 : 観世音寺のほとけたち : 太宰府市文化ふれあい館落成記念 太宰府市教育委員会 太宰府市教育委員会 1996 14047096

齋藤秋圃・梅圃関係資料 太宰府市教育委員会 太宰府市教育委員会 2018.3 14047146

太宰府の火焚き行事 : 文化遺産からはじまるまちづくり 古都大宰府保存協会 太宰府市教育委員会 2017.3 14047091

築地館跡 : 玉名市築地における共同住宅新築工事に伴う文化財調査報告書 玉名市教育委員会 玉名市教育委員会 2018.3 14047090

『木付城・藩主御殿、そして城下町「杵築」のはじまり』 : 一国一城令400年・新杵築
市誕生10周年記念特別展 : 展示図録

杵築市教育委員会文化・スポーツ振興課 杵築市教育委員会 2015.8 14047086

国指定史跡小熊山古墳・御塔山古墳 : 紹介パンフレット 杵築市教育委員会 大分県杵築市教育委員会 2018.3 14047087

水の願い神への祈り : 御塔山古墳とその時代 : 国指定史跡小熊山古墳・御塔山古
墳記念企画展

杵築市教育委員会文化・スポーツ振興課 杵築市教育委員会 2017.10 14047089

東西交流の窓小熊山古墳・御塔山古墳 : 九州と瀬戸内海をつなぐ両古墳 : 国指定
史跡小熊山古墳・御塔山古墳記念シンポジウム・記念講演会

杵築市教育委員会文化・スポーツ振興課 杵築市教育委員会 [2017.11] 14047088

杏雨書屋所蔵医家肖像集 2編 武田科学振興財団杏雨書屋 武田科学振興財団 2008.6- 14047094

载驰载驱 : 中国古代车马文化 孫 機 上海世纪出版股份有限公司 : 上海古籍出版社 2016.8 9787532581764 14047196

永遠的北朝 : 深圳博物馆北朝石刻艺术展 趙 超 文物出版社 2016.8 14047185

茨城県中央部の古墳調査 : 古墳時代の村落領域と階層構成の実態 : 東関東にお
ける量的把握の実践

田中 裕 茨城大学人文社会科学部考古学研究室 2018.3 14047113

茨城県中央部の古墳調査 : 測量報告 : 墳丘・石室・遺物 : 羽黒古墳, 愛宕山古墳, 
三ツ塚古墳群, 徳化原古墳, 附・磯崎小学校敷地内第1号墳

田中 裕 茨城大学人文社会科学部考古学研究室 2018.3 14047112

北関東の豪族たち : 前方後円墳の終焉と激動の7世紀 茨城大学人文学部 茨城大学人文学部 2017.3 14047114
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新発見・西宮の地下に眠る古代遺跡 : 浮かびあがる武庫郡の中心 : 大手前大学史
学研究所・西宮市教育委員会合同シンポジウム

大手前大学史学研究所 大手前大学史学研究所 : 西宮市教育委員会 2018.3 14047177

炭山窯 (Sumiyama kama) : 京都府宇治市 : 近代京焼登窯の構造 大手前大学史学研究所 大手前大学史学研究所 2015.4 14047176

関西窯業の近代 1 大手前大学史学研究所 大手前大学史学研究所 2017.3 14047178

[共同研究]高度経済成長と地域社会の変化 関沢 まゆみ 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2018.2 14047150

[共同研究]先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究 山田 康弘 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2018.3 14047149

国立歴史民俗博物館研究報告 第209集 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館 1982.6- 14047151

[共同研究]中世の技術と職人に関する総合的研究 村木 二郎 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2018.3 14047147

[共同研究]古代東アジアにおける倭世界の実態 上野 祥史 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2018.3 14047148

長野県安曇野市穂高古墳群 : 発掘調査報告書 = The Hotaka tumuli 2015年度 吉田 恵二 國學院大學文学部考古学研究室 2011.8- 14047098

古墳時代〜奈良時代の西日本集落遺跡における倉庫遺構に関する研究 重藤 輝行 佐賀大学芸術地域デザイン学部 2018.3 14047095

論集 弥生時代の地域社会と交流 浜松市博物館 2018.5 14047182

愛知県・静岡県関係古代木簡集成(稿) 木簡学会静岡特別研究集会事務局 木簡学会 2018.6 14047179

静岡県と周辺地域の官衙出土文字資料と手工業生産 : 地域と考古学の会・浜松市
博物館・静岡県考古学会シンポジウム

浜松市博物館 2018.6 14047180

東海の地方官衙と木簡 : 伊場木簡の再評価を中心に : 予稿集 : 附遺跡見学会資
料

木簡学会静岡特別研究集会事務局 木簡学会 2018.6 14047181
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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

日本のアニメは私が作る!2 大地 丙太郎 ゆめ太カンパニー(発売) 2004 10243475

BBCニッポンの旅 : ジョアンナ・ラムレイが見た日本 1 Lumley Joanna 1946- 丸善出版株式会社映像メディア部 c2016 10243394

BBCニッポンの旅 : ジョアンナ・ラムレイが見た日本 2 Lumley Joanna 1946- 丸善出版株式会社映像メディア部 c2016 10243395

BBCニッポンの旅 : ジョアンナ・ラムレイが見た日本 3 Lumley Joanna 1946- 丸善出版株式会社映像メディア部 c2016 10243396

帰郷 : [著作権処理済] 木畑 洋一 丸善出版 2018 10243400

最初の出会い : [著作権処理済] 木畑 洋一 丸善出版 2018 10243397

自由を求めて : [著作権処理済] 木畑 洋一 丸善出版 2018 10243398

道徳的使命 : [著作権処理済] 木畑 洋一 丸善出版 2018 10243399

かわぐちかいじ : 完全版 かわぐち かいじ NHKエンタープライズ 2017 10243595

さいとう・たかを さいとう たかを NHKエンタープライズ 2017 10243600

花沢健吾 花沢 健吾 NHKエンタープライズ 2017 10243602

古屋兎丸 古屋 兎丸 NHKエンタープライズ 2017 10243604

五十嵐大介 五十嵐 大介 NHKエンタープライズ 2017 10243603

山下和美 : 完全版 山下 和美 NHKエンタープライズ 2017 10243596

浅野いにお 浅野 いにお NHKエンタープライズ 2017 10243599

東村アキコ 東村 アキコ NHKエンタープライズ 2017 10243597

藤田和日郎 藤田 和日郎 NHKエンタープライズ 2017 10243598

萩尾望都 萩尾 望都 NHKエンタープライズ 2017 10243601

キャメラマン・照明・美術デザイン・音響効果編 ビクターエンターテインメント 2017 10243593

原作、脚本家、監督、特技監督、プロデューサー篇 ビクターエンターテインメント 2017 10243577

俳優編 ビクターエンターテインメント 2017 10243594
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■いたみ稲野キャンパス

手話でつなごう心と心 : [セル専用] 国際放映 東京メディアエンタープライズ (発売) c2008 9784915675959 20106355

ひとすじの道 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106354

究極のわざ 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106353

手仕事 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106348

匠の世界 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106352

地域と文化 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106350

地域と暮らし 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106351

伝統工芸 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106349

美を支える技 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106347

風流 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106345

遊び心 ; 楽しむ 岩波映画製作所 アイ・ヴィー・シー (発売) [2006] 20106346

移動する大砂漠 : サハラ砂漠 ; 資源を産んだマグマ噴出 : 南アメリカ・キプロス 日本放送協会 NHKソフトウェア [2002] 4872442792 20106343

巨大山脈の誕生 : ヒマラヤ・アルプス山脈 ; 巨木の森・大地を覆う : ボルネオ・米大
森林地帯

日本放送協会 NHKソフトウェア [2002] 4872442792 20106341

恐竜の谷の大異変 : 北米・ロッキー山脈 ; 氷河期襲来 : 北米・巨大氷床 日本放送協会 NHKソフトウェア [2002] 4872442792 20106342

残されていた原始の海 : オーストラリア西海岸 ; 奇岩にひそむ大気の謎 : 中国・大
石灰岩地帯

日本放送協会 NHKソフトウェア [2002] 4872442792 20106340

水の惑星・奇跡の旅立ち ; 引き裂かれる大地 : アフリカ大地溝帯 日本放送協会 NHKソフトウェア [2002] 4872442792 20106339

多重バリアーが守る生命の星 : 大気圏・磁気圏 ; 太陽系第三惑星・46億年目の危
機

日本放送協会 NHKソフトウェア [2002] 4872442792 20106344
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