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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

比較文化事典 関東学院大学国際文化学部比較文化学科 明石書店 2019.2 9784750347967 10247613

解説教育六法 2019 解説教育六法編修委員会 三省堂 1970- 9784385159485 10247581

ビジネス日本語用例辞典 JALアカデミー株式会社 アスク出版 2008.1 9784872176391 10247628

三省堂現代新国語辞典 小野 正弘 三省堂 2019.1 9784385140636 10247582

朝日新聞の用語の手引 朝日新聞社用語幹事 朝日新聞出版 2019.4 9784022289179 10247544

ITロードマップ : 情報通信技術は5年後こう変わる! 2019年版 野村総合研究所 東洋経済新報社 2007.1- 9784492581148 91063555

これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2021年度版 SPIノートの会 洋泉社 2015.6- 9784800316592 91063523

これが本当のテストセンターだ! 2021年度版 SPIノートの会 洋泉社 2008.9- 9784800316653 91063554

エントリーシート : 完全突破塾/ 岡茂信著 [2021] 岡 茂信 毎日コミュニケーションズ [2011.6]- 9784839969578 91063517

自己分析 : 適職へ導く書き込み式ワークシート [2021] 岡 茂信 マイナビ [2012.5]- 9784839969608 91063516

面接自己PR志望動機 [2021] 才木 弓加 毎日コミュニケーションズ [2011.6]- 9784839969615 91063515

製菓衛生師試験問題集 : これで合格 2019 全国製菓衛生師養成施設協会 調理栄養教育公社 2005.4- 9784058010259 91063574

ホテル業界就職ガイド 2020 「ホテル業界就職ガイド」編集部 オータパブリケイションズ 2007- 9784903721774 91063522

大学・大学院留学生の日本語 3 論文読解編 アカデミック・ジャパニーズ研究会 アルク 2015.5 9784757426337 91063521

クラウンフランス語単語 上級 Georges Veyssière 三省堂 2019.3 9784385365664 91063518

ゴ・エ・ミヨ : 美食のエキスパートがおすすめするレストラン 2019 ガストロノミー・パートナーズ 2019.2 9784990933531 91063514

東京の町パン グラフィック社 2019.2 9784766132755 91063519

高等学校学習指導要領 (平成30年告示) : 平成30年3月告示 文部科学省 東山書房 2019.2 9784827815672 91063520

高等学校地理歴史・公民 平成30年版 原田 智仁 明治図書出版 2019.3 9784183305145 91063572

高等学校外国語(英語) 平成30年版 向後 秀明 明治図書出版 2019.3 9784183306180 91063570

高等学校国語 平成30年版 高木 展郎 明治図書出版 2019.3 9784183303165 91063571

日本がわかる、日本語がわかる : ベストセラーの書評エッセイ24 : 上級日本語教材 田中 祐輔 凡人社 2019.2 9784893589552 91063573

･ 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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ソニー開発のNeural Network Console入門 : 数式なし、コーディングなしのディープ
ラーニング

足立 悠 リックテレコム 2018.11 9784865941678 10247346

ガウス過程と機械学習 = Gaussian process and machine learning 持橋 大地 講談社 2019.3 9784061529267 10247775

東京大学のデータサイエンティスト育成講座 : Pythonで手を動かして学ぶデータ分
析

塚本 邦尊 マイナビ出版 2019.3 9784839965259 10247345

これからはじめる人のプログラミング言語の選び方 掌田 津耶乃 秀和システム 2019.3 9784798057460 10247699

ARCHICAD22ではじめるBIM設計入門 基本・実施設計編 BIM Labo エクスナレッジ 2019.2 9784767825946 10247674

書物の破壊の世界史 : シュメールの粘土板からデジタル時代まで Báez Fernando 紀伊國屋書店 2019.3 9784314011662 10247639

LATEX2ε美文書作成入門 奥村 晴彦 技術評論社 2017.1 9784774187051 10247362

本をつくる : 書体設計、活版印刷、手製本 : 職人が手でつくる谷川俊太郎詩集 鳥海 修 河出書房新社 2019.2 9784309256276 10247444

女性雑誌とファッションの歴史社会学 : ビジュアル・ファッション誌の成立 坂本 佳鶴惠 新曜社 2019.3 9784788516106 10247766

新博物館園論 小林 秀司 同成社 2019.3 9784886218179 10247698

戦後日本ジャーナリズムの思想 根津 朝彦 東京大学出版会 2019.3 9784130262491 10247764

今からはじめる哲学入門 戸田 剛文 京都大学学術出版会 2019.2 9784814001798 10247516

哲学の変換と知の越境 : 伝統的思考法を問い直すための手引き 牧野 英二 法政大学出版局 2019.2 9784588130267 10247644

文化形成史と日本 黒住 真 東京大学出版会 2019.2 9784130160391 10247682

日本思想史の可能性 大隅 和雄 平凡社 2019.3 9784582703597 10247707

創造と狂気の歴史 : プラトンからドゥルーズまで 松本 卓也 講談社 2019.3 9784065150115 10247792

ギリシア教父・ビザンティン思想 上智大学中世思想研究所 平凡社 2018.11 9784582768749 10247803

ラテン教父の系譜 上智大学中世思想研究所 平凡社 2019.1 9784582768770 10247804

ラテン中世の興隆 1 上智大学中世思想研究所 平凡社 2019.3- 9784582768794 10247805

啓蒙とはなにか : 忘却された「光」の哲学 Robertson John 1951- 白水社 2019.3 9784560096864 10247638

文化の進歩と道徳性 : カント哲学の「隠されたアンチノミー」 大森 一三 法政大学出版局 2019.2 9784588150999 10247373

フィヒテ : 「二十二世紀」の共和国 熊谷 英人 岩波書店 2019.2 9784000613200 10247678

ハイデッガーの思惟と宗教への問い : 宗教と言語を巡って 谷口 静浩 晃洋書房 2019.2 9784771031876 10247614

スピノザ『エチカ』講義 : 批判と創造の思考のために 江川 隆男 法政大学出版局 2019.2 9784588150982 10247595

デリダと死刑を考える 高桑 和巳 白水社 2018.12 9784560096710 10247517

ドゥルーズ「差異と反復」を読む 森田 裕之 作品社 2019.2 9784861827358 10247665

ドゥルーズとマルクス : 近傍のコミュニズム 松本 潤一郎 みすず書房 2019.2 9784622087878 10247488

コレージュ・ド・フランス講義草稿 : 1959-1961 Merleau-Ponty Maurice 1908-1961 みすず書房 2019.1 9784622087632 10247367
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フーコーの言説 : 「自分自身」であり続けないために 慎改 康之 筑摩書房 2019.1 9784480016744 10247791

マンガもしも崖っぷちアイドルが心理学を学んだら 堀田 秀吾 アスコム 2018.12 9784776210221 10247664

こころを科学する : 心理学と統計学のコラボレーション 大淵 憲一 共立出版 2019.3 9784320111257 10247777

知能・性格心理学 浮谷 秀一 北大路書房 2019.5 9784762830655 10247696

人が自分をだます理由 : 自己欺瞞の進化心理学 Simler Kevin 原書房 2019.3 9784562056385 10247703

臨床心理アセスメントハンドブック 村上 宣寛 北大路書房 2019.3 9784762830587 10247778

自我状態療法 : 理論と実践 Watkins John G. 金剛出版 2019.2 9784772416795 10247599

占いをまとう少女たち : 雑誌「マイバースデイ」とスピリチュアリティ 橋迫 瑞穂 青弓社 2019.2 9784787234476 10247648

アメリカの恩寵 : 宗教は社会をいかに分かち、結びつけるのか Putnam Robert D. 柏書房 2019.2 9784760150755 10247380

イスラーム神学古典選集 松山 洋平 作品社 2019.2 9784861827365 10247680

ジャータカ物語 = Jātaka tales 入沢 崇 本願寺出版社 2019.3 9784894161788 10247692

日本中世の王朝・幕府と寺社 稲葉 伸道 吉川弘文館 2019.3 9784642029551 10247679

仏像の光と闇 : 歴史の裏にある先人の"戦略" 宮澤 やすみ 水王舎 2019.2 9784864701136 10247520

密教の仏がわかる本 : 不動明王、両界曼荼羅、十三仏など 下泉 全暁 大法輪閣 2019.2 9784804614120 10247509

道元『正法眼蔵』現成公案略解 早川 敦 東北大学出版会 2019.1 9784861633195 10247455

キリスト教と寛容 : 中近世の日本とヨーロッパ 浅見 雅一 慶應義塾大学出版会 2019.2 9784766425871 10247684

巨匠が描いた聖書BEST SELECTION 町田 俊之 いのちのことば社フォレストブックス 2019.3 9784264040156 10247584

吉利支丹抄物 : 隠れキリシタンの布教用ノート : 影印・翻刻・現代語訳 大塚 英二 勉誠出版 2019.2 9784585222309 10247671

平安朝文学論 : 表象と強度 葛綿 正一 翰林書房 2019.1 9784877374358 10247396

小説は、わかってくればおもしろい : 文学研究の基本15講 小平 麻衣子 慶應義塾大学出版会 2019.3 9784766425918 10247780

小説は書き直される : 創作のバックヤード 日本近代文学館 秀明大学出版会 2018.12 9784915855344 10247393

ユーモアの極意 : 文豪たちの人生点描 中村 明 岩波書店 2019.2 9784000254298 10247704

谷崎潤一郎文学の着物を見る : 耽美・華麗・悪魔主義 : 新装版 大野 らふ 河出書房新社 2019.2 9784309750354 10247453

中村真一郎手帖 14 中村真一郎の会 水声社 2006.11- 9784801003880 10247458

死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山 かおり エクスナレッジ 2018.11 9784767825533 10247463

六条藤家歌学書の生成と伝流 梅田 径 勉誠出版 2019.2 9784585291787 10247765

室町小歌 小野 恭靖 笠間書院 2019.3 9784305709042 10247527

笠女郎 遠藤 宏 笠間書院 2019.2 9784305709028 10247525
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樋口一葉 島内 裕子 笠間書院 2019.3 9784305709066 10247529

おみくじの歌 平野 多恵 笠間書院 2019.4 9784305709165 10247796

プロレタリア短歌 松澤 俊二 笠間書院 2019.1 9784305709196 10247536

酒の歌 松村 雄二 笠間書院 2019.2 9784305709202 10247537

高橋虫麻呂と山部赤人 多田 一臣 笠間書院 2018.11 9784305709011 10247524

藤原俊成 渡邉 裕美子 笠間書院 2018.12 9784305709035 10247526

和歌を読み解く和歌を伝える : 堂上の古典学と古今伝受 海野 圭介 勉誠出版 2019.2 9784585291763 10247591

村上御集の歌遊び 角田 宏子 金壽堂出版 2019.2 9784903762197 10247448

御裳濯和歌集 : 全注釈並びに資料と研究 石川 一 勉誠出版 2019.2 9784585291756 10247590

会津八一 村尾 誠一 笠間書院 2019.1 9784305709080 10247531

佐藤佐太郎 大辻 隆弘 笠間書院 2018.12 9784305709110 10247532

竹山広 島内 景二 笠間書院 2018.11 9784305709141 10247534

前川佐美雄 楠見 朋彦 笠間書院 2018.11 9784305709127 10247533

森鷗外 今野 寿美 笠間書院 2019.2 9784305709073 10247530

戦争の歌 松村 正直 笠間書院 2018.12 9784305709189 10247535

蕪村 揖斐 高 笠間書院 2019.1 9784305709059 10247528

ヨム・ウタフ・琴歌 : 万葉歌古代歌謡論攷 神野 富一 翰林書房 2019.1 9784877374365 10247602

つかこうへいの世界 : 消された「知」 日本近代演劇史研究会 社会評論社 2019.2 9784784511426 10247540

仮名文テクストとしての伊勢物語 近藤 さやか 武蔵野書院 2018.12 9784838607150 10247366

三条西家本狭衣物語注釈 学習院大学平安文学研究会 勉誠出版 2019.2 9784585291770 10247759

近世戯作の「近代」 : 継承と断絶の出版文化史 山本 和明 勉誠出版 2019.2 9784585291749 10247589

ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇29 Rubin Jay 1941- 新潮社 2019.2 9784103534365 10247701

徒然草の誕生 : 中世文学表現史序説 中野 貴文 岩波書店 2019.2 9784000014106 10247681

あたかも壊れた世界 : 批評的、リアリズム的 小泉 義之 青土社 2019.3 9784791771462 10247660

雑書 ; 地誌・随筆 ; 総目録 京都大学文学部国語学国文学研究室 臨川書店 2019.3 9784653043300 10247365

吉本隆明全集 19 吉本 隆明 晶文社 2014.3- 9784794971197 10247477

拾遺篇-大正期短歌 下 与謝野 寛 勉誠出版 2019.3 9784585010890 10247398

西遊記 : 妖怪たちのカーニヴァル 武田 雅哉 慶應義塾大学出版会 2019.2 9784766425567 10247708
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ヒョンナムオッパへ : 韓国フェミニズム小説集 조 남주 白水社 2019.2 9784560096819 10247542

英文学と映画 中央大学人文科学研究所 中央大学出版部 2019.3 9784805753538 10247760

クイーン詩集 : 完全版 クイーン シンコーミュージック・エンタテイメント 2019.3 9784401647286 10247631

トールキンのアーサー王最後の物語 : 注釈版 Tolkien J. R. R. 原書房 2019.3 9784562056323 10247637

説得されて Austen Jane 1775-1817 春風社 2019.1 9784861106200 10247657

誰がネロとパトラッシュを殺すのか : 日本人が知らないフランダースの犬 Dienderen An van 岩波書店 2015.12 9784000610858 10247788

エクスカリバーの宝剣 上 : 新装版 Cornwell Bernard 原書房 2019.2 9784562056200 10247484

エクスカリバーの宝剣 下 : 新装版 Cornwell Bernard 原書房 2019.2 9784562056217 10247485

クマのプーさん原作と原画の世界 : A.A.ミルンのお話とE.H.シェパードの絵 Bilclough Annemarie 玄光社 2019.2 9784768311264 10247677

世界名作探偵小説選 : モルグ街の怪声 : 黒猫 : 盗まれた秘密書 : 灰色の怪人 : 魔
人博士 : 変装アラビア王

Poe Edgar Allan 1809-1849 作品社 2019.1 9784861827341 10247610

引用の文学史 : フランス中世から二〇世紀文学におけるリライトの歴史 篠田 勝英 水声社 2019.2 9784801003941 10247601

目覚めたまま見る夢 : 20世紀フランス文学序説 = Rêver les yeux ouverts 塚本 昌則 岩波書店 2019.2 9784000249577 10247705

女とフィクション 山田 登世子 藤原書店 2019.3 9784865782134 10247709

図説フローリアン寓話選 Florian 1755-1794 郁朋社 2019.2 9784873026916 10247689

アルゼンチンに渡った俳句 井尻 香代子 丸善プラネット 2019.3 9784863454095 10247712

カルデロンの劇芸術 : 聖と俗の諸相 佐竹 謙一 国書刊行会 2019.2 9784336063403 10247611

笑いの方法 : あるいはニコライ・ゴーゴリ 後藤 明生 つかだま書房 2019.2 9784908624063 10247385

イラストで読むAI入門 森川 幸人 筑摩書房 2019.3 9784480683496 10247555

へんちくりん江戸挿絵本 小林 ふみ子 集英社インターナショナル 2019.2 9784797680348 10247557

その情報はどこから? : ネット時代の情報選別力 猪谷 千香 筑摩書房 2019.2 9784480683465 10247554

人を動かす「色」の科学 : 1杯のコーヒーから始まる身近で不思議な世界 松本 英恵 SBクリエイティブ 2019.1 9784797398212 10247564

東アジア仏教史 石井 公成 岩波書店 2019.2 9784004317586 10247566

神とは何か : 哲学としてのキリスト教 稲垣 良典 講談社 2019.2 9784065135037 10247563

世界史の実験 柄谷 行人 岩波書店 2019.2 9784004317623 10247567

世界史を「移民」で読み解く 玉木 俊明 NHK出版 2019.2 9784140885758 10247565

乱と変の日本史 本郷 和人 祥伝社 2019.3 9784396115654 10247549

マラッカ海峡物語 : ペナン島に見る多民族共生の歴史 重松 伸司 集英社 2019.3 9784087210712 10247720

ナポレオン四代 : 二人のフランス皇帝と悲運の後継者たち 野村 啓介 中央公論新社 2019.2 9784121025296 10247558
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三条実美 : 維新政権の「有徳の為政者」 内藤 一成 中央公論新社 2019.2 9784121025289 10247559

教養としての政治学入門 成蹊大学法学部 筑摩書房 2019.3 9784480072115 10247552

限界都市 : あなたの街が蝕まれる 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 2019.2 9784532263966 10247572

火付盗賊改 : 鬼と呼ばれた江戸の「特別捜査官」 高橋 義夫 中央公論新社 2019.2 9784121025319 10247560

ふたつの日本 : 「移民国家」の建前と現実 望月 優大 講談社 2019.3 9784065151105 10247718

今考えたい人と向きあう力 森川 知史 京都書房 2014.5 9784763726117 10247545

90年代サブカルの呪い ロマン 優光 コアマガジン 2019.3 9784866532776 10247717

仕事選びのアートとサイエンス : 不確実な時代の天職探し : 改訂『天職は寝て待て』 山口 周 光文社 2019.3 9784334044039 10247722

アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 中川 裕 集英社 2019.3 9784087210729 10247721

韓めし政治学 黒田 勝弘 KADOKAWA 2019.3 9784040822730 10247802

沖縄の聖地御嶽 : 神社の起源を問う 岡谷 公二 平凡社 2019.2 9784582859058 10247569

科学と非科学 : その正体を探る 中屋敷 均 講談社 2019.2 9784065150948 10247562

今日から使える統計解析 : 理論の基礎と実用の“勘どころ" 大村 平 講談社 2019.2 9784065147931 10247547

いやでも物理が面白くなる : 「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤なのか? 志村 史夫 講談社 2019.3 9784065155141 10247800

中学生にもわかる化学史 左巻 健男 筑摩書房 2019.2 9784480072030 10247550

宇宙はなぜブラックホールを造ったのか 谷口 義明 光文社 2019.2 9784334043957 10247571

生きものとは何か : 世界と自分を知るための生物学 本川 達雄 筑摩書房 2019.2 9784480683441 10247553

吃音の世界 菊池 良和 光文社 2019.1 9784334043926 10247570

植物たちの戦争 : 病原体との5億年サバイバルレース 日本植物病理学会 講談社 2019.3 9784065152164 10247719

観光亡国論 Kerr Alex 1952- 中央公論新社 2019.3 9784121506504 10247561

ゆるカワ日本美術史 : ヴィジュアル版 矢島 新 祥伝社 2019.2 9784396115616 10247548

安彦良和の戦争と平和 : ガンダム、マンガ、日本 杉田 俊介 中央公論新社 2019.2 9784121506467 10247801

平成最後のアニメ論 町口 哲生 ポプラ社 2019.2 9784591162392 10247546

言語学講義 : その起源と未来 加藤 重広 筑摩書房 2019.3 9784480072092 10247551

中高生からの日本語の歴史 倉島 節尚 筑摩書房 2019.3 9784480683458 10247556

武蔵野をよむ 赤坂 憲雄 岩波書店 2018.10 9784004317401 10247568

老年について ; 友情について Cicero Marcus Tullius 講談社 2019.2 9784065145074 10247576

デカルト入門講義 冨田 恭彦 筑摩書房 2019.2 9784480099068 10247577
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考えるレッスン 外山 滋比古 大和書房 2019.3 9784479307525 10247808

ほとけの姿 西村 公朝 筑摩書房 2019.2 9784480099099 10247578

文語訳聖書を読む : 名句と用例 鈴木 範久 筑摩書房 2019.3 9784480099112 10247724

ニュートンに消された男 : ロバート・フック 中島 秀人 KADOKAWA 2018.12 9784044003906 10247573

物理学と神 池内 了 講談社 2019.2 9784065147733 10247575

花のことば辞典 : 四季を愉しむ 宇田川 眞人 講談社 2019.3 9784065146842 10247726

野鳥の名前 : 名前の由来と語源 安部 直哉 山と溪谷社 2019.3 9784635048637 10247580

古文読解のための文法 佐伯 梅友 筑摩書房 2019.2 9784480099013 10247579

詩学 Aristotle 光文社 2019.3 9784334753979 10247806

山のパンセ 串田 孫一 山と溪谷社 2013.10 9784635047654 10247807

自分の頭で考える 外山 滋比古 中央公論新社 2013.2 9784122057586 10247574

詳講漢詩入門 佐藤 保 筑摩書房 2019.3 9784480099174 10247725

ソヴィエト旅行記 Gide André 1869-1951 光文社 2019.3 9784334753962 10247723

若い読者のための考古学史 Fagan Brian M. 1936- すばる舎 2019.2 9784799107881 10247437

東京・ゲルニカ・重慶 : 空襲から平和を考える 東京大空襲・戦災資料センター 岩波書店 2009.7 9784001301717 10247751

敗北者たち : 第一次世界大戦はなぜ終わり損ねたのか1917-1923 Gerwarth Robert みすず書房 2019.2 9784622087618 10247489

世界史大図鑑 Grant R. G. 三省堂 [2019.3] 9784385162386 10247361

ここが変わる!日本の考古学 : 先史・古代史研究の最前線 藤尾 慎一郎 吉川弘文館 2019.3 9784642083423 10247470

文学で読む日本の歴史 近世社会篇 五味 文彦 山川出版社 2015.7- 9784634151482 10247636

古代日本の穢れ・死者・儀礼 尾留川 方孝 ぺりかん社 2019.1 9784831515261 10247379

皇位継承の中世史 : 血統をめぐる政治と内乱 佐伯 智広 吉川弘文館 2019.4 9784642058834 10247538

鎌倉幕府文書行政論 佐藤 秀成 吉川弘文館 2019.2 9784642029568 10247394

戦国古文書入門 渡邊 大門 東京堂出版 2019.3 9784490210033 10247695

近世日本の貧困と医療 荒武 賢一朗 古今書院 2019.2 9784772253109 10247452

近世の村と民衆運動 白川部 達夫 塙書房 2019.2 9784827313017 10247386

近世大名家臣団と知行制の研究 藤谷 彰 1961- 清文堂出版 2019.2 9784792410988 10247374

幕末維新期の日本と世界 : 外交経験と相互認識 友田 昌宏 吉川弘文館 2019.3 9784642038836 10247387

国家はいかに「楠木正成」を作ったのか : 非常時日本の楠公崇拝 谷田 博幸 河出書房新社 2019.2 9784309227573 10247500
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シベリア抑留者への鎮魂歌(レクイエム) 富田 武 人文書院 2019.2 9784409520758 10247784

A maritime history of East Asia
: Kyoto University
Press

羽田 正 Kyoto University Press 2019 9784814002146 10247754

国書がむすぶ外交 松方 冬子 東京大学出版会 2019.1 9784130203081 10247375

ソグド商人の歴史 La Vaissière Étienne de 岩波書店 2019.2 9784000237376 10247392

ルネサンス・バロックのブックガイド : 印刷革命から魔術・錬金術までの知のコスモ
ス

Hirai Hiro 工作舎 2019.2 9784875025030 10247691

海洋貿易とイギリス革命 : 新興貿易商人の宗教と自由 大西 晴樹 法政大学出版局 2019.3 9784588375026 10247594

ブリティッシュ・ワールド : 帝国紐帯の諸相 竹内 真人 日本経済評論社 2019.2 9784818825222 10247597

フランス革命と神聖ローマ帝国の試煉 : 大宰相ダールベルクの帝国愛国主義 今野 元 岩波書店 2019.2 9784000613149 10247382

シュテットル : ポーランド・ユダヤ人の世界 Hoffman Eva みすず書房 2019.3 9784622077923 10247706

12-13世紀におけるポンティウ伯の中規模領邦統治 大浜 聖香子 九州大学出版会 2019.3 9784798502557 10247598

パリの住人の日記 3: 1430-1434 堀越 孝一 八坂書房
2013.7-
2019.2

9784896947472 10247482

イヴァン雷帝の『絵入り年代記集成』 : モスクワ国家の公式的大図解年代記研究序
説

栗生沢 猛夫 成文社 2019.1 9784865200300 10247381

ロシア・ナショナリズムの深層 : ドストエフスキーの視線から 植田 樹 彩流社 2019.3 9784779125638 10247621

ナチスから図書館を守った人たち : 囚われの司書、詩人、学者の闘い Fishman David E. 原書房 2019.2 9784562056354 10247486

1915年アメリカ文化の瞬間 (とき) : 「新しい」政治・女性・心理学・芸術・演劇 Heller Adele 論創社 2019.2 9784846017897 10247391

『英雄伝』の挑戦 : 新たなプルタルコス像に迫る 小池 登 京都大学学術出版会 2019.2 9784814001989 10247603

天皇はいかに受け継がれたか : 天皇の身体と皇位継承 歴史学研究会 績文堂出版 2019.2 9784881161340 10247446

小林一三 : 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター 鹿島 茂 中央公論新社 2018.12 9784120051517 10247658

鷹見泉石 : 開国を見通した蘭学家老 片桐 一男 中央公論新社 2019.2 9784120051623 10247522

ウイリアム・ウイリス伝 : 薩摩に英国医学をもたらした男 山崎 震一 書籍工房早山 2019.1 9784904701515 10247479

キッシンジャー : 1923-1968 : 理想主義者 1 Ferguson Niall 日経BP社 2019.2 9784822255947 10247450

キッシンジャー : 1923-1968 : 理想主義者 2 Ferguson Niall 日経BP社 2019.2 9784822255954 10247451

ハリエット・タブマン : 「モーゼ」と呼ばれた黒人女性 上杉 忍 新曜社 2019.3 9784788516083 10247787

自由への道 : 逃亡奴隷ハリエット・タブマンの生涯 Clinton Catherine 1952- 晃洋書房 2019.3 9784771031463 10247756

パノニカ = Pannonica : ジャズ男爵夫人の謎を追う Rothschild Hannah 月曜社 2019.2 9784865030693 10247702

冒険と探検の近代日本 : 物語・メディア・再生産 鈴木 康史 せりか書房 2019.2 9784796703796 10247460

「地図感覚」から都市を読み解く : 新しい地図の読み方 今和泉 隆行 晶文社 2019.3 9784794970732 10247786

生活文化の地理学 小口 千明 古今書院 2019.3 9784772242110 10247774

8/26



書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

中国古代舆地图研究 成 一农 中国社会科学出版社 2018.11 9787520315883 10247727

アイルランドを知るための70章 海老島 均 明石書店 2019.4 9784750348179 10247515

北朝鮮を知るための55章 石坂 浩一 明石書店 2019.4 9784750347462 10247710

地図で見るフランスハンドブック 現代編 Lévy Jacques 1952- 原書房 2019.2 9784562055661 10247438

代議制統治論 Mill John Stuart 1806-1873 岩波書店 2019.2 9784000613194 10247643

沖縄と朝鮮のはざまで : 朝鮮人の〈可視化/不可視化〉をめぐる歴史と語り 呉 世宗 明石書店 2019.1 9784750347875 10247480

Q&A今さら聞けない自治体議会の基礎知識 林 敏之 第一法規 2019.3 9784474065314 10247443

グローバル異文化交流史 : 大航海時代から現代まで、ヒト・モノ・カネはどのように
移動・伝播したのか

御手洗 昭治 明石書店 2019.1 9784750347837 10247654

米軍基地権と日米密約 : 奄美・小笠原・沖縄返還を通して 信夫 隆司 岩波書店 2019.1 9784000247269 10247612

いま、「平和」を本気で語るには : 命・自由・歴史 Field Norma 1947- 岩波書店 2018.12 9784002709901 10247466

スタディツアーの理論と実践 : オーストラリア先住民との対話から学ぶフォーラム型
ツアー

友永 雄吾 明石書店 2019.2 9784750348032 10247619

カフェパウゼで法学を : 対話で見つける「学び方」 横田 明美 弘文堂 2018.7 9784335357336 10247541

近世駆込寺と紛争解決 佐藤 孝之 吉川弘文館 2019.3 9784642034944 10247384

マグナ・カルタの800年 : マグナ・カルタ神話論を越えて 深尾 裕造 関西学院大学出版会 2019.2 9784862832702 10247694

国家が人を殺すとき : 死刑を廃止すべき理由 Ortner Helmut 日本評論社 2019.2 9784535523593 10247616

「理性」への希求 : 裁判員としての市民の実像 白岩 祐子 ナカニシヤ出版 2019.2 9784779513534 10247604

値段と価値 : なぜ私たちは価値のないものに、高い値段を付けるのか? Patel Raj 作品社 2019.2 9784861826368 10247501

日本経済史 武田 晴人 有斐閣 2019.3 9784641165281 10247773

島嶼学 : Nissology 嘉数 啓 古今書院 2019.2 9784772253222 10247439

地図でみる日本の外国人 石川 義孝 ナカニシヤ出版 2019.1 9784779513497 10247356

地方発外国人住民との地域づくり : 多文化共生の現場から 徳田 剛 晃洋書房 2019.2 9784771031494 10247625

会社は何度でも甦る : ビジネス・エコシステムを循環させた大企業たち Stengel Jim CCCメディアハウス 2019.2 9784484191010 10247508

Hello,design : 日本人とデザイン 石川 俊祐 幻冬舎 2019.3 9784344034440 10247539

ダイバーシティ・マネジメント入門 : 経営戦略としての多様性 尾崎 俊哉 ナカニシヤ出版 2017.4 9784779511509 10247464

異文化理解の問題地図 :「で、どこから変える?」グローバル化できない職場のマネ
ジメント

千葉 祐大 技術評論社 2019.3 9784297104153 10247663

小さな会社の人を育てる賃金制度のつくり方 : 「やる気のある社員」が辞めない給
与・賞与の決め方・変え方

山元 浩二 日本実業出版社 2019.2 9784534056658 10247471

プレゼンの語彙力 : おもしろいほど聞いてもらえる「言い回し」大全 下地 寛也 KADOKAWA 2019.2 9784046040503 10247656

ベンチャーの経営変革の障害 : 「優れた起業家」が「百年企業の経営者」となるため
には…

樋口 晴彦 白桃書房 2019.2 9784561267256 10247456
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和魂外資 : 外資系の投資と企業史および特殊会社の発達史1859-2018 Bytheway Simon James 1969- 刀水書房 2019.1 9784887084520 10247688

1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林 博史 ミネルヴァ書房 2019.3 9784623084784 10247472

コミュニティ心理学 : 実践研究のための方法論 日本コミュニティ心理学会研究委員会 新曜社 2019.2 9784788515871 10247661

コミュニケーション = Communication 大沢 真幸 弘文堂 2019.3 9784335551949 10247642

現代メディア史 佐藤 卓己 岩波書店 2018.11 9784000289207 10247442

日本を解き放つ 小林 康夫 東京大学出版会 2019.1 9784130130974 10247506

ネットカフェの社会学 : 日本の個別性をアジアから開く 平田 知久 慶應義塾大学出版会 2019.3 9784766425901 10247767

〈近居〉の社会学 : 関西都市圏における親と子の居住実態 松川 尚子 ミネルヴァ書房 2019.3 9784623084616 10247607

広がる食卓 : コミュニティ・レストラン 世古 一穂 梨の木舎 2019.1 9784816619014 10247445

ホモ・サピエンスの15万年 : 連続体の人類生態史 古澤 拓郎 ミネルヴァ書房 2019.4 9784623084449 10247478

格差社会論 佐藤 康仁 同文舘出版 2019.3 9784495465421 10247697

乳母の文化史 : 一九世紀イギリス社会に関する一考察 中田 元子 人文書院 2019.1 9784409140673 10247492

つながりからみた自殺予防 太刀川 弘和 人文書院 2019.2 9784409340530 10247502

障害者の傷、介助者の痛み 渡邉 琢 青土社 2018.12 9784791771226 10247659

福島の記憶 : 3.11で止まった町 = Memory of Fukushima : the town where the time
settled on in 3.11.

飛田 晋秀 旬報社 2019.2 9784845115761 10247700

子どもの心が癒され成長するドラマセラピー : 教師のための実践編 尾上 明代 戎光祥出版 2011.7 9784864030458 10247795

グローバル化のなかの異文化間教育 : 異文化間能力の考察と文脈化の試み 西山 教行 明石書店 2019.3 9784750348018 10247618

遊びと学びのメディア史 : 錦絵・幻燈・活動写真 青山 貴子 東京大学出版会 2019.2 9784130562270 10247383

掃除で心は磨けるのか : いま、学校で起きている奇妙なこと 杉原 里美 筑摩書房 2019.3 9784480016805 10247790

発展途上国の困難な状況にある子どもの教育 : 難民・障害・貧困をめぐるフィールド
研究

澤村 信英 明石書店 2019.1 9784750347813 10247377

フィールドワーク授業入門 : 水戸内原の問いかけ 綿引 弘文 一莖書房 2019.2 9784870742185 10247518

大人になるためのリベラルアーツ : 思考演習12題 続 石井 洋二郎 東京大学出版会
2016.2-
2019.2

9784130033909 10247447

異文化間葛藤と教育価値観 : 日本人教師と留学生の葛藤解決に向けた社会心理
学的研究

加賀美 常美代 明石書店 2019.1 9784750347820 10247364

メイド服とレインコート : ブリティッシュ・ファッションの誕生 坂井 妙子 勁草書房 2019.2 9784326654208 10247498

鎌倉時代〜江戸時代 大久保 尚子 ゆまに書房 2019.4 9784843352199 10247354

ヴィクトリア朝の女性たち : ファッションとレジャーの歴史 山村 明子 原書房 2019.3 9784562056361 10247683

国別世界食文化ハンドブック Brittin Helen C. 柊風舎 2019.3 9784864980623 10247609

発酵食の歴史 Frédéric Marie-Claire 原書房 2019.2 9784562056330 10247399
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刺し身とジンギスカン : 捏造と熱望の日本食 魚柄 仁之助 青弓社 2019.2 9784787220813 10247622

7袋のポテトチップス : 食べるを語る、胃袋の戦後史 湯澤 規子 晶文社 2019.3 9784794970794 10247789

住 (すまい) の民俗事典 森 隆男 柊風舎 2019.2 9784864980616 10247378

白の民俗学へ : 白山信仰の謎を追って 前田 速夫 河出書房新社 2019.2 9784309227603 10247495

古代ローマ軍団(レギオン)の装備と戦法 = The ancient Rome : the equipment &
tactics of the Roman legion

長田 龍太 新紀元社 2019.2 9784775316467 10247457

77冊から読む科学と不確実な社会 海部 宣男 岩波書店 2019.1 9784000063333 10247491

素数物語 : アイディアの饗宴 中村 滋 岩波書店 2019.3 9784000296830 10247798

原子物理学 : 量子テクノロジーへの基本概念 Budker Dmitry 共立出版 2019.3 9784320036086 10247755

宇宙の果てまで離れていても、つながっている : 量子の非局所性から「空間のない
最新宇宙像」へ

Musser George インターシフト 2019.3 9784772695633 10247650

奇跡の地形 : 驚きに満ちた日本を発見!! 藤原 治 洋泉社 2019.2 9784800316400 10247768

天然知能 郡司 ペギオ-幸夫 講談社 2019.1 9784065145135 10247794

進化論はいかに進化したか 更科 功 新潮社 2019.1 9784106038365 10247504

いのちへの礼儀 : 国家・資本・家族の変容と動物たち 生田 武志 筑摩書房 2019.2 9784480818515 10247649

動物園から未来を変える : ニューヨーク・ブロンクス動物園の展示デザイン 川端 裕人 亜紀書房 2019.3 9784750515670 10247770

脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか : 生き物の「動き」と「形」の40億年 Wilkinson Matt 草思社 2019.2 9784794223807 10247493

九州・奄美・沖縄の両生爬虫類 : カエルやヘビのことをもっと知ろう 九州両生爬虫類研究会 東海大学出版部 2019.2 9784486037408 10247467

鳥肉以上、鳥学未満。 川上 和人 岩波書店 2019.2 9784000063173 10247510

フクロウの家 Angell Tony 白水社 2019.2 9784560096758 10247376

死ぬ権利はあるか : 安楽死、尊厳死、自殺幇助の是非と命の価値 有馬 斉 春風社 2019.2 9784861106248 10247494

進化する人体 : 虫垂、体毛、親知らずはなぜあるのか Rinzler Carol Ann 柏書房 2019.3 9784760150922 10247645

「お菓子中毒」を抜け出す方法 : あの超加工食品があなたを蝕む 白澤 卓二 祥伝社 2019.2 9784396616762 10247507

ビーガンという生き方 Hawthorne Mark 緑風出版 2019.2 9784846119027 10247481

エイズは終わっていない : 科学と政治をつなぐ9つの視点 Piot Peter 1949- 慶應義塾大学出版会 2019.2 9784766425413 10247497

ミスマッチ : 見えないユーザーを排除しない「インクルーシブ」なデザインへ Holmes Kat ビー・エヌ・エヌ新社 2019.3 9784802511353 10247779

ティンカリングをはじめよう : アート、サイエンス、テクノロジーの交差点で作って遊ぶ Wilkinson Karen オライリー・ジャパン 2015.6 9784873117263 10247363

標準化 : 社内標準化に必要な基本的JIS 2017 日本規格協会 日本規格協会 1983- 9784542185470 10247476

無人化と労働の未来 : インダストリー4.0の現場を行く Kurz Constanze 1974- 岩波書店 2018.11 9784000022347 10247511

危機の都市史 : 災害・人口減少と都市・建築 「都市の危機と再生」研究会 吉川弘文館 2019.3 9784642038843 10247596
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環境測定 2019 1-1:大気 日本規格協会 日本規格協会 1992- 9784542187245 10247475

明治期建築学史 角田 真弓 中央公論美術出版 2019.2 9784805508695 10247436

エーロ・サーリネン Saarinen Eero 1910-1961 エー・アンド・ユー 1984.4 10247400

建築産業にとってのSDGs (持続可能な開発目標) : 導入のためのガイドライン 建築関連産業とSDGs委員会 日本建築センター 2019.2 9784889101751 10247469

戦国大名の山城を歩く 小和田 泰経 新紀元社 2019.3 9784775315460 10247634

戦国の城の絵事典 : 見て楽しむ 中井 均 成美堂出版 [2019.3] 9784415326139 10247514

復元CG日本の城 三浦 正幸 山川出版社 2019.1 9784634151437 10247750

隈研吾という身体 : 自らを語る 大津 若果 NTT出版 2018.12 9784757160767 10247662

ある土地の物語 : 中島知久平, ヴォーリズ, レーモンドが見た幻 樺島 榮一郎 北樹出版 2019.3 9784779305900 10247615

エーロ・サーリネン 穂積 信夫 鹿島出版会 1996.11 4306052273 10247348

シェル・空間構造の基礎理論とデザイン 大崎 純 京都大学学術出版会 2019.2 9784814001965 10247358

世界の建築石材 下坂 康哉 風媒社 2019.2 9784833141383 10247583

世界で一番やさしい木構造 山辺 豊彦 エクスナレッジ 2019.3 9784767825977 10247585

RC建築構造の設計 日本建築構造技術者協会 オーム社 2019.2 9784274223372 10247673

エクステリアの植栽 : 基礎からわかる計画・施工・管理・積算 日本エクステリア学会 建築資料研究社 2019.3 9784863586178 10247670

モダンエクステリア : 現代住宅と調和するスタイリッシュな外構 ブティック社 2019.3 9784834775556 10247355

地域発!つながる・集める施設のデザイン : 市町村・商店街の交流・観光・宿泊施設
特集 = Public facility design for community! designing a place for everyone to
gather and connect

パイインターナショナル パイインターナショナル 2019.2 9784756251480 10247350

いまからのキャンパスづくり : 大学の将来戦略のためのキャンパス計画とマネジメン
ト

日本建築学会 日本建築学会 2011.11 9784818940024 10247752

坂倉準三「パリ万国博覧会日本館」 = Junzo Sakakura Pavillon du Japon de
l'Exposition internationale de Paris de 1937

坂倉 準三 建築資料研究社 2019.2 9784863586185 10247474

伊東豊雄「台中歌劇院」写真集 = Toyo Ito Taichung opera house 畠山 直哉 建築資料研究社 2019.2 9784863585133 10247352

日本の名作住宅の間取り図鑑 大井 隆弘 エクスナレッジ 2019.3 9784767825984 10247623

未来のコミューン : 家、家族、共存のかたち 中谷 礼仁 インスクリプト 2019.1 9784900997738 10247641

空調・換気・排煙設備工事読本 : 空調衛生設備技術者必携読みかえしてみて眼か
らうろこが落ちた

安藤 紀雄 日本工業出版 2019.1 9784819031028 10247441

超図解で全部わかるインテリアデザイン入門 Aiprah エクスナレッジ 2019.3 9784767825915 10247753

シルクとイタリアン・ファッションの経済史 : 色で高付加価値化を目指した両大戦間
期

日野 真紀子 晃洋書房 2019.2 9784771032040 10247600

感性&ファッション産業の実際 : ファッション産業人材育成機構、ビームス、山田松香
木店、共立美容外科

長沢 伸也 海文堂出版 2019.3 9784303723866 10247651

杉でつくる家具 : 幻のDIY本『家庭の工作』から : 杉の特性を考えてデザインされた
椅子、テーブル、収納家具24点

グループモノモノ グラフィック社 2019.3 9784766131192 10247672

イェレナと学ぶセルビア料理 Jeremić Jelena 1985- セルビア日本音楽交流推進の会 2018.12 9784907873042 10247473
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お菓子のかがく : ぐっとおいしくする、感じる力! 津田 陽子 文化学園文化出版局 2019.2 9784579213375 10247454

農業保護政策の起源 : 近代日本の農政 : 1874-1945 佐々田 博教 勁草書房 2018.11 9784326351770 10247499

キャベツと白菜の歴史 Muckenhoupt Meg 原書房 2019.4 9784562056514 10247483

しかけにときめく「京都名庭園」 : 京都の庭園デザイナーが案内 烏賀陽 百合 誠文堂新光社 2019.3 9784416519479 10247666

森林と野生動物 小池 伸介 共立出版 2019.2 9784320058279 10247620

「原色」木材加工面がわかる樹種事典 河村 寿昌 誠文堂新光社 2019.1 9784416519301 10247693

伝統産業の製品開発戦略 : 滋賀県彦根市・井上仏壇店の事例研究 大橋 松貴 サンライズ出版 2019.1 9784883256372 10247762

スーパーマーケットのブランド論 = Branding for grocers 寺本 高 千倉書房 2019.2 9784805111642 10247758

小売構造ダイナミクス : 消費市場の多様性と小売競争 横山 斉理 有斐閣 2019.2 9784641165441 10247763

食の社会史 : 兵食からチェーンレストランへ 茂木 信太郎 創成社 2019.1 9784794425393 10247512

おもてなしデザイン・パターン : インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてな
し」の心得28

井庭 崇 翔泳社 2019.2 9784798161303 10247626

ディズニーランド研究 : 世俗化された天国への巡礼 宮平 望 新教出版社 2019.1 9784400407461 10247462

アートとは何か : 芸術の存在論と目的論 Danto Arthur Coleman 1924-2013 人文書院 2018.11 9784409100400 10247503

現代アートの危機 : ユートピア、民主主義、そして喜劇 Michaud Yves 三元社 2019.1 9784883034710 10247371

アートートロジー : 「芸術」の同語反復 佐々木 敦 フィルムアート社 2019.2 9784845918140 10247714

キュビスム芸術史 : 20世紀西洋美術と新しい"現実" 松井 裕美 名古屋大学出版会 2019.2 9784815809379 10247593

そのとき、西洋では : 時代で比べる日本美術と西洋美術 宮下 規久朗 小学館 2019.3 9784096822746 10247713

どこにも属さないわたし Ikemura Leiko 1951- 平凡社 2019.1 9784582206470 10247606

日本の近代美術とドイツ : 『スバル』『白樺』『月映』をめぐって 野村 優子 九州大学出版会 2019.3 9784798502540 10247686

黎明のアルストピア : ベッリーニからレオナルド・ダ・ヴィンチへ = Renascentia prima
arstopia in aurora : ex Bellini ad Leonardo da Vinci

金山 弘昌 ありな書房 2018.5 9784756618603 10247389

光彩のアルストピア : レオナルド・ダ・ヴィンチからミケランジェロへ =  Renascentia
florens arstopia in splendore : ex Leonardo da Vinci ad Michelangelo

足達 薫 ありな書房 2019.2 9784756619648 10247390

ロシア構成主義 : 生活と造形の組織学 = Конструктивизм 河村 彩 共和国 2019.2 9784907986438 10247646

中国のユネスコ無形文化遺産 于 海广 グローバル科学文化出版 2019.2 9784865160161 10247769

論集日本の仮面 上巻 田辺 三郎助 中央公論美術出版 2019.1 9784805508657 10247359

「ロダンの言葉」とは何か = What did Rodin say? Rodin in his own words 高橋 幸次 三元社 2019.2 9784883034765 10247608

九州仏像史入門 : 太宰府を中心に 井形 進 海鳥社 2019.2 9784866560397 10247465

ミズノ先生の仏像のみかた 水野 敬三郎 講談社 2019.2 9784065147603 10247647

十八世紀京都画壇 : 蕭白、若冲、応挙たちの世界 辻 惟雄 講談社 2019.2 9784065143209 10247521
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若冲伝 佐藤 康宏 河出書房新社 2019.2 9784309256177 10247496

パノラマ浮世絵「幕末・明治の東京・横浜風景」 阿部出版 2019.2 9784872424669 10247351

中国絵画史図鑑 上巻 『中国絵画史図鑑』編集委員会 浙江出版集団東京 2019.1 9784909115133 10247403

中国絵画史図鑑 下巻 『中国絵画史図鑑』編集委員会 浙江出版集団東京 2019.1 9784909115140 10247404

超現実主義の1937年 : 福沢一郎『シュールレアリズム』を読みなおす 伊藤 佳之 みすず書房 2019.2 9784622087731 10247687

ゴッホ : 最後の3年 Stok Barbara 1970- 花伝社 2018.11 9784763408693 10247468

フェルメールと天才科学者 : 17世紀オランダの「光と視覚」の革命 Snyder Laura J. 原書房 2019.2 9784562056347 10247487

フェルメール隠された次元 福岡 伸一 木楽舎 2019.2 9784863241374 10247685

ジャクソン・ポロック研究 : その作品における形象と装飾性 筧 菜奈子 月曜社 2019.3 9784865030723 10247761

どんな風景も描ける絵心を引き出す12の水彩風景レッスン 加藤 英 グラフィック社 2019.1 9784766132427 10247353

人物デッサンテクニック : 良質な作例から学ぶ、人のかたち・奥行き・存在感の表現 小能 一樹 誠文堂新光社 2019.2 9784416519097 10247357

アメリカに日本のマンガを輸出する : ポップカルチャーのグローバル・マーケティング 松井 剛 有斐閣 2019.3 9784641165243 10247776

スタン・リー : マーベル・ヒーローを創った男 Batchelor Bob 草思社 2019.2 9784794223814 10247519

ビリービンとロシア絵本の黄金時代 田中 友子 東京美術 2019.2 9784808711429 10247675

久保修切り絵画家の半生 久保 修 淡交社 2019.3 9784473042934 10247617

ストーリーを語りだす世界のデザイン・マップス Gestalten グラフィック社 2019.3 9784766132441 10247749

作字百景 : ニュー日本もじデザイン グラフィック社編集部 グラフィック社 2019.2 9784766132717 10247360

拓本入門 : 採拓の基礎から裏打まで 薮田 夏秋 淡交社 2019.3 9784473042835 10247676

50冊で学ぶ写真表現入門 西垣 仁美 日本カメラ社 2019.2 9784817921703 10247505

民藝の機微 : 美の生まれるところ 松井 健 里文出版 2019.2 9784898064757 10247653

音楽の哲学入門 Gracyk Theodore 慶應義塾大学出版会 2019.3 9784766425888 10247635

ルネサンスの音楽世界 : テキスト、音、図像による新たな体験 Morbach Bernhard 法政大学出版局 2016.1 9784588420153 10247395

アラブ音楽 Jargy Simon 白水社 2019.3 9784560510261 10247799

シュトックハウゼンのすべて : Karlheinz Stockhausen 松平 敬 アルテスパブリッシング 2019.2 9784865591934 10247624

全ロック史 = A history of rock music 西崎 憲 人文書院 2019.2 9784409100417 10247449

音楽劇の歴史 : オペラ・オペレッタ・ミュージカル 重木 昭信 平凡社 2019.3 9784582219739 10247782

ニール・ヤング回想 Young Neil ストランド・ブックス 2019.1 9784309921624 10247757

うたかた : 七代目鶴澤寛治が見た文楽 中野 順哉 関西学院大学出版会 2019.2 9784862832719 10247711
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映画と芸術と生と : スクリーンのなかの画家たち 岡田 温司 筑摩書房 2018.12 9784480873989 10247490

映画観客とは何者か : メディアと社会主体の近現代史 藤木 秀朗 名古屋大学出版会 2019.2 9784815809386 10247592

東ドイツ映画 : デーファと映画史 Heiduschke Sebastian 1974- 鳥影社・ロゴス企画 2018.12 9784862657237 10247630

中国ドキュメンタリー映画論 佐藤 賢 平凡社 2019.2 9784582282658 10247605

アニメ制作者たちの方法 : 21世紀のアニメ表現論入門 高瀬 康司 フィルムアート社 2019.2 9784845918089 10247716

アニメ監督で…いいのかな? : ダグラム、ボトムズから読み解くメカとの付き合い方 高橋 良輔 KADOKAWA 2019.2 9784049124071 10247655

PIXAR (ピクサー) : 世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話 Levy Lawrence 文響社 2019.3 9784866511139 10247771

映画の字幕ナビ 落合 寿和 スティングレイ 2019.2 9784909717023 10247652

ここまでわかった甲賀忍者 畑中 英二 サンライズ出版 2018.3 9784883256389 10247781

庭と建築の煎茶文化 : 近代数奇空間をよみとく 尼崎 博正 思文閣出版 2018.12 9784784219445 10247372

ゲーム学の新時代 : 遊戯の原理AIの野生拡張するリアリティ 中沢 新一 NTT出版 2019.3 9784757103856 10247772

同時通訳者のここだけの話 : プロ通訳者のノート術公開 関根 マイク アルク 2019.2 9784757433236 10247523

翻訳 : 訳すことのストラテジー Reynolds Matthew 白水社 2019.3 9784560096857 10247715

チョムスキーの言語理論 : その出発点から最新理論まで Smith N. V. 新曜社 2019.2 9784788516038 10247397

平安時代辞書論考 : 辞書と材料 大槻 信 吉川弘文館 2019.2 9784642085281 10247388

The diffusion of Western loanwords in contemporary Japanese : a variationist
approach

久屋 愛実 Hituzi Syobo 2019 9784894769496 10247587

身近な漢語をめぐる 木村 秀次 大修館書店 2018.8 9784469232790 10247513

分かりやすい公用文の書き方 礒崎 陽輔 ぎょうせい 2018.8 9784324105252 10247459

The grammar of Kansai vernacular Japanese Heffernan Kevin 1970- 関西学院大学出版会 2019.2 9784862832726 10247633

「お盆」を英語で説明できますか? 門田 光雄 講談社エディトリアル 2016.5 9784907514402 10247627

「節分」を英語で説明できますか? 門田 光雄 講談社エディトリアル 2019.2 9784866770307 10247629

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾 幸次郎 大修館書店 2019.4 9784469246230 10247785

他言語とくらべてわかる英語のしくみ 宍戸 里佳 ベレ出版 2019.3 9784860645748 10247793

ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞スピーチ : 英文徹底解読 畠山 雄二 ベレ出版 2019.2 9784860645724 10247632

ドンと来い分離動詞 : 会話術虎の巻うんちくがんちく53 : 新章:Niedersachsen北海間
近小故郷を探す旅

渡水 久雄 駿河台ドイツ語工房 2019.2 9784990273439 10247690

フランコフォンの世界 : コーパスが明かすフランス語の多様性 Detey Sylvain 三省堂 2019.2 9784385361468 10247440

Dictionnaire du français médiéval 松村 剛 Belles lettres 2018 9782251445540 10247586

100年かけてやる仕事 : 中世ラテン語の辞書を編む 小倉 孝保 プレジデント社 2019.3 9784833423151 10247783
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殷周時代青銅器の研究 本文編 林 巳奈夫 吉川弘文館 1984.2 4642076301 10247401

殷周時代青銅器の研究 図版編 林 巳奈夫 吉川弘文館 1984.2 10247402

エーロ・サーリネン Saarinen Eero 1910-1961 A.D.A.EDITA Tokyo 1973.11 10247347

奈良絵本集 3 天理図書館 天理大学出版部 2018.12- 9784840695756 10247588

島津家文書 6 東京帝国大学 東京帝國大学文學部史料編纂所 1942.3- 9784130911467 10247368

市中取締類集 30 東京大学史料編纂所 東京大學史料編纂所 1959- 9784130930307 10247369

大日本史料 第7編之34 東京帝国大学文科大学史料編纂掛 東京帝國大學 1901- 9784130903349 10247370

デモステネス弁論集 5 Demosthenes 384-322 B.C. 京都大学学術出版会 2003.7- 9784814000999 10247640

魏晉南北朝政治分典 1 温 玉春 人民出版社 2017.8 10247733

魏晉南北朝政治分典 2 温 玉春 人民出版社 2017.8 10247734

魏晉南北朝政治分典 3 温 玉春 人民出版社 2017.8 10247735

元明清政治分典 古代卷 ; 1 柏 樺 人民出版社 2017.12 10247745

元明清政治分典 古代卷 ; 2 柏 樺 人民出版社 2017.12 10247746

元明清政治分典 近代卷 ; 1 柏 樺 人民出版社 2017.12 10247747

元明清政治分典 近代卷 ; 2 柏 樺 人民出版社 2017.12 10247748

秦漢政治分典 1 李 炳泉 人民出版社 2017.7 10247731

秦漢政治分典 2 李 炳泉 人民出版社 2017.7 10247732

隋唐五代政治分典 1 楊 寄林 人民出版社 2018.1 10247736

隋唐五代政治分典 2 楊 寄林 人民出版社 2018.1 10247737

隋唐五代政治分典 3 楊 寄林 人民出版社 2018.1 10247738

先秦政治分典 1 楊 寄林 人民出版社 2016.12 10247728

先秦政治分典 2 楊 寄林 人民出版社 2016.12 10247729

先秦政治分典 3 楊 寄林 人民出版社 2016.12 10247730

宋遼夏金政治分典 1 譚 景玉 人民出版社 2018.1 10247739

宋遼夏金政治分典 2 譚 景玉 人民出版社 2018.1 10247740

宋遼夏金政治分典 3 譚 景玉 人民出版社 2018.1 10247741

宋遼夏金政治分典 4 譚 景玉 人民出版社 2018.1 10247742

宋遼夏金政治分典 5 譚 景玉 人民出版社 2018.1 10247743
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宋遼夏金政治分典 6 譚 景玉 人民出版社 2018.1 10247744

北京民俗 劉 寧波 甘肃人民出版社 2003.11 7226027593 10247405

江苏民俗 金 煦 甘肃人民出版社 2003.10 7226027526 10247414

浙江民俗 叶 大兵 甘肃人民出版社 2003.10 7226027623 10247415

安徽民俗 欧 阳发 甘肃人民出版社 2004.5 7226027666 10247416

福建民俗 林 蔚文 甘肃人民出版社 2003.6 7226027518 10247417

江西民俗 余 悦 甘肃人民出版社 2004.9 7226029979 10247418

山东民俗 叶 涛 甘肃人民出版社 2004.11 7226027933 10247419

河南民俗 刘 永立 甘肃人民出版社 2004.11 7226027577 10247420

湖北民俗 李 惠芳 甘肃人民出版社 2003.10 7226027585 10247421

湖南民俗 龙 海清 甘肃人民出版社 2003.12 7226027860 10247422

广东民俗 刘 志文 甘肃人民出版社 2004.1 7226027631 10247423

天津民俗 尚 洁 甘肃人民出版社 2004.7 7226027607 10247406

广西民俗 过 伟 甘肃人民出版社 2003.10 7226027658 10247424

海南民俗 邢 植朝 甘肃人民出版社 2004.5 7226027674 10247425

四川民俗 李 明 甘肃人民出版社 2004.8 7226027798 10247426

贵州民俗 周 国茂 甘肃人民出版社 2004.1 7226027542 10247427

云南民俗 李 纉緒 甘肃人民出版社 2004.3 7226027615 10247428

西藏民俗 张 宋显 甘肃人民出版社 2004.10 7226030047 10247429

陕西民俗 杨 景震 甘肃人民出版社 2003.5 7226027291 10247430

甘肃民俗 武 文 甘肃人民出版社 2004.10 722602800X 10247431

青海民俗 赵 宗福 甘肃人民出版社 2004.3 7226029030 10247432

宁夏民俗 扬 继国 甘肃人民出版社 2004.5 7226027992 10247433

河北民俗 杜 学徳 甘肃人民出版社 2004.8 7226030063 10247407

新疆民俗 张 国杰 甘肃人民出版社 2004.10 722603008X 10247434

台湾民俗 何 绵山 甘肃人民出版社 2004.11 722603025X 10247435

山西民俗 张 余 甘肃人民出版社 2003.11 7226027534 10247408

内蒙古民俗 赛 音塔娜 甘肃人民出版社 2004.10 7226029049 10247409
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辽宁民俗 韩 雪峰 甘肃人民出版社 2004.11 7226027569 10247410

吉林民俗 施 立学 甘肃人民出版社 2004.11 7226027550 10247411

黒龙江民俗 宋 徳胤 甘肃人民出版社 2004.11 7226030071 10247412

上海民俗 郑 土有 甘肃人民出版社 2003.12 722602764X 10247413

中國繪畫總合圖録 3編 第5卷 日本篇 鈴木 敬 東京大學出版會 1982- 9784130842051 10247349

英語学論説資料 51(2017年分) 第1分冊 論説資料保存会 論説資料保存会 2000.7- 10247667

英語学論説資料 51(2017年分) 第2分冊 論説資料保存会 論説資料保存会 2000.7- 10247668

英語学論説資料 51(2017年分) 第3分冊 論説資料保存会 論説資料保存会 2000.7- 10247669

国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近代1 学術文献刊行会 朋文出版 2013.12- 10247543
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■いたみ稲野キャンパス

病院事務のための医療事務総論/医療秘書実務 有吉 澄江 建帛社 2017.4 9784767937267 92044977

これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2021年度版 SPIノートの会 洋泉社 2015.6- 9784800316592 92044978

これが本当のテストセンターだ! 2021年度版 SPIノートの会 洋泉社 2008.9- 9784800316653 92045005

図書館制度・経営論 柳 与志夫 学文社 2019.2 9784762028724 20106843

よくわかる哲学・思想 納富 信留 ミネルヴァ書房 2019.4 9784623084104 20106836

基礎から学ぶ音楽療法 古賀 幹敏 海鳥社 2018.4 9784866560236 20106851

音楽療法はどれだけ有効か : 科学的根拠を検証する 佐藤 正之 化学同人 2017.6 9784759816747 20106853

日本人のための音楽療法 牧野 英一郎 幻冬舎メディアコンサルティング 2019.3 9784344921252 20106854

スカルノ : インドネシアの民族形成と国家建設 鈴木 恒之 山川出版社 2019.4 9784634350922 20106844

図説十字軍 櫻井 康人 河出書房新社 2019.2 9784309762784 20106841

統治性 : フーコーをめぐる批判的な出会い Walters William 1964- 月曜社 2016.7 9784865030341 20106848

よくわかる政治過程論 松田 憲忠 ミネルヴァ書房 2018.12 9784623084111 20106837

黒い大西洋(ブラック・アトランティック)と知識人の現在 市田 良彦 松籟社 2009.6 9784879842701 20106847

よくわかるコーポレート・ガバナンス 風間 信隆 ミネルヴァ書房 2019.1 9784623083992 20106834

よくわかる社会福祉の「経営」 小松 理佐子 ミネルヴァ書房 2018.12 9784623084432 20106838

よくわかる子ども家庭福祉 吉田 幸恵 ミネルヴァ書房 2019.1 9784623083176 20106833

よくわかる地域福祉 上野谷 加代子 ミネルヴァ書房 2019.4 9784623085927 20106839

論文の手法 : 日本教育史研究法・序説 花井 信 川島書店 2000.7 4761007184 20106856

教職入門 : 教師への道 藤本 典裕 図書文化社 2019.2 9784810097207 20106852

よくわかる学びの技法 田中 共子 ミネルヴァ書房 2019.1 9784623084807 20106840

よくわかるインクルーシブ教育 湯浅 恭正 ミネルヴァ書房 2019.5 9784623084098 20106835

コーディネートテクニック アパレル編2: 商品構成 文化服装学院 文化学園文化出版局 2019.2 9784579116904 20106855

食べたくなる本 三浦 哲哉 みすず書房 2019.2 9784622087816 20106845

図説名画の歴史 : 鑑賞と理解完全ガイド :新装版 西岡 文彦 河出書房新社 2019.3 9784309762807 20106850

もっと知りたいクリムト : 生涯と作品 千足 伸行 東京美術 2019.2 9784808711344 20106832

雅楽のリズム構造 : 平安時代末における唐楽曲について 寺内 直子 第一書房 1996.2 4804201025 20106842

ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田 安正 朝日新聞出版 2019.2 9784023317451 20106846
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子どものからだと心白書 2018
子どものからだと心・連絡会議 子どものか
らだと心白書編集委員会

子どものからだと心・連絡会議 1991.11- 9784909011121 20106831

朝日新聞の用語の手引 朝日新聞社用語幹事 朝日新聞出版 2019.4 9784022289179 20106849

子どものからだと心白書 2017
子どものからだと心・連絡会議 子どものか
らだと心白書編集委員会

子どものからだと心・連絡会議 1991.11- 9784909011060 20106830

20/26



書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

■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。)

杉山コレクション古墳時代関係資料図録 東北歴史博物館 東北歴史博物館 2004.3 14048081

Whose culture? : the promise of museums and the debate over antiquities : hardcover Cuno James B. Princeton University Press c2009 9780691133331 14048181

Contesting human remains in museum collections : the crisis of cultural authority pbk. Jenkins Tiffany Routledge 2014 9781138801196 14048183

Keeping their marbles : how the treasures of the past ended up in museums ... and
why they should stay there

Jenkins Tiffany Oxford University Press 2016 14048186

The Silk Road and beyond : travel, trade, and transformation : pbk Art Institute of Chicago c2007 9780300124286 14048188

会橋久保経塚発掘調査報告書 高根沢町教育委員会 高根沢町教育委員会 2019.3 14048083

中国山西北朝文物展図録 高崎市教育委員会 高崎市教育委員会 1990.10 14048140

棟高西新堀遺跡 : 住宅建設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 2019.3 14048079

後楽一・二丁目遺跡 : 東京都文京区 : 文京区後楽二丁目60番3(地番)地点の建設
事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

第2地点 井草文化財研究所 タイセイ・ハウジー : 井草文化財研究所 2018.8 14048160

法恩寺遺跡(no. 10遺跡) : 東京都墨田区 : 共同住宅に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書

大成エンジニアリング ジェイレックス・コーポレーション 2019.3 14048161

上神明遺跡 10 世田谷区遺跡調査会 [東京都]世田谷区教育委員会 1984.3- 14048093

上神明遺跡 8 世田谷区遺跡調査会 [東京都]世田谷区教育委員会 1984.3- 14048091

上神明遺跡 9 世田谷区遺跡調査会 [東京都]世田谷区教育委員会 1984.3- 14048092

世田谷区埋蔵文化財調査年報 2017年度 世田谷区教育委員会 世田谷区教育委員会 1990.1- 14048151

成城みつ池の洋風住宅 : 旧山田家住宅修理の記録 建文 世田谷区教育委員会 2018.3 14048152

中神明遺跡II ; 中神明横穴墓群I : 東京都世田谷区成城三丁目13・14番の発掘調
査記録

[多摩] : 共和開発 共和開発 末永企画 2018.3 14048094

上野遺跡I : 第1次調査 新潟県教育委員会
新潟県教育委員会 : 新潟県埋蔵文化財調査事業
団

2019.3 14048169

土橋北遺跡 : 県営湛水防除事業関係発掘調査報告書 新潟県教育委員会
新潟県教育委員会 : 新潟県埋蔵文化財調査事業
団

2019.2 14048168

県内遺跡試掘・確認調査 平成29・30年度 新潟県教育委員会 新潟県教育委員会 2014.3- 14048087

史跡末松廃寺跡 : 史跡末松廃寺跡再整備事業に伴う発掘調査報告書 野々市市教育委員会 野々市市教育委員会 2019.3 14048074

布尻遺跡発掘調査報告 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課 富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課 2019.3 14048072

中国浙江省の文物展 : 波濤をこえた文化交流 : 福井県・浙江省友好提携5周年記
念特別展

福井県立博物館 福井県立博物館 1997.10 14048115

復元!興道寺廃寺をとりまく景色 : 古代寺院の景観を考える 美浜町教育委員会 美浜町教育委員会 2019.3 14048170

古鏡探照 : 上田コレクション鏡図録 上田 忠男 新風書房 2005.1 4882695758 14048141

伊勢山中学校遺跡発掘調査報告書 第11次 イビソク イビソク 2017.12 14048173

富士見町遺跡発掘調査報告書 第10次 イビソク イビソク 2017.12 14048172

世界のなかの沖ノ島 春成 秀爾 雄山閣 2018.11 9784639026167 14048187
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鳥浜貝塚 : 縄文のタイムカプセル 森川 昌和 読売新聞社 1994.4 4643940271 14048189

吉野ケ里遺跡 : 「魏志倭人伝」の世界 七田 忠昭 読売新聞社 1994.6 4643940492 14048190

荒神谷遺跡 : 古代出雲の「王国」を求めて 三宅 博士 読売新聞社 1995.2 4643950234 14048191

黒井峯遺跡 : 日本のポンペイ 石井 克己 読売新聞社 1994.10 4643940824 14048192

藤ノ木古墳 : 斑鳩に花開く東アジアの古代 前園 実知雄 読売新聞社 1995.7 4643950242 14048193

高松塚古墳 : 飛鳥人の華麗な世界を映す壁画 森岡 秀人 読売新聞社 1995.9 4643950099 14048194

農耕文化の形成と近畿弥生社会 禰冝田佳男 同成社 2019.5.10 9784886218223 14048175

東アジアの銅鏡と弥生社会 南 健太郎 同成社 2019.4 9784886218193 14048174

古代氏文集 : 住吉大社神代記・古語拾遺・新撰亀相記・高橋氏文・秦氏本系帳 沖森 卓也 山川出版社 2012.4 9784634593947 14048184

浜北市史
資料編 原始・古代・中
世

浜北市 浜北市 1989.3- 14048157

山城町史 本文編 山城町 山城町 1987-1990 14048127

村岡町誌 通史 上巻 村岡町 村岡町
1980.1-
1982.3

14048155

都祁村史 都祁村史刊行会 都祁村史刊行会 1985.9 14048158

黄泉国訪問神話と古墳時代出雲の葬制 今井印刷 2019.3 9784866111537 14048177

鏡野町史 考古資料編 鏡野町史編集委員会 鏡野町
1993.1-
2009.3

14048129

阿南市史
第1巻 原始・古代・中世
編

阿南市史編さん委員会 阿南市教育委員会事務局
1987.3-
2013.3

14048128

恒武西宮遺跡 6[21次] 浜松市教育委員会 浜松市文化振興財団 2009.3- 14048165

가야사 연구의 현황과 전망 한국고대사학회 주류성출판사 2018.10 9788962463637 14048179

마한고고학개론 (馬韓考古学概論)  /中央文化財研究院  [編] 中央文化財研究院 ジニンジン 2018.10 9788963473901 14048178

Early Korea-Japan interactions Byington Mark E.
Early Korea Project, Korea Institute, Harvard
University

2018 9780988692879 14048139

中国・美の粋 : 中国歴史博物館名品展 日本経済新聞社 日本経済新聞社 c1996 14048133

东北亚古代聚落与城市考古国际学术研讨会论文集 = Papers presented at the
international conference on the archaeology of ancient settlements and cities in
Northeast Asia

魏 堅 科学出版社 2014.10 9787030421418 14048143

文物考古论集 2 咸陽市文物考古研究所 三秦出版社 2000.6- 14048123

百年学府聚珍 : 西北大学历史博物馆藏品选 西北大学文博学院考古专业 文物出版社 2002.1 750101342X 14048116

中国陶俑の美 朝日新聞社 朝日新聞社 c1984 14048130

随州叶家山 : 西周早期曾国墓地 湖北省博物館 文物出版社 2013.12 9787501039227 14048159

四川省文物考古研究院青年考古文集 四川省文物考古研究院 科学出版社 2013.10 9787030388834 14048114

汉以前东北考古研究 朱 永刚 科学出版社 2017.11 9787030550606 14048124
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旅順博物館所蔵品展 : 幻の西域コレクション : 日中国交正常化20周年記念 京都府京都文化博物館 京都文化博物館 : 京都新聞社 1992 14048119

中国内蒙古北方騎馬民族文物展 日本経済新聞社 c1983 14048120

大谷光瑞とスヴェン・ヘディン : 内陸アジア探検と国際政治社会 白須 浄真 勉誠出版 2014.9 9784585220961 14048182

江戸から明治の山車祭礼関連記録資料 名古屋市教育委員会 名古屋市教育委員会 2017.3 14048100

史跡大曲輪貝塚保存活用計画 名古屋市教育委員会 名古屋市教育委員会 2018.3 14048099

大曲輪遺跡 名古屋市教育委員会文化財保護室 名古屋市教育委員会 2018.3 14048171

H-95号窯 名古屋市教育委員会 名古屋市教育委員会 2018.3 14048098

筆ヶ崎古墳群・筆ヶ崎西遺跡(第4・5・7次)発掘調査報告 : 四日市市小牧町・員弁郡
東員町所在

三重県埋蔵文化財センター 三重県埋蔵文化財センター 2019.3 14048071

弥五郎垣内遺跡(第2・3次)発掘調査報告 三重県埋蔵文化財センター 三重県埋蔵文化財センター 2019.3 14048089

上黒土遺跡(第2次)発掘調査報告 : 度会郡玉城町山岡 三重県埋蔵文化財センター 三重県埋蔵文化財センター 2019.3 14048088

尾平宮前遺跡 : 個人住宅新築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 四日市市教育委員会 四日市市教育委員会 2019.2 14048077

野洲市内遺跡発掘調査年報 平成30年度 野洲市教育委員会文化財保護課 野洲市教育委員会文化財保護課 2007.3- 14048086

埋蔵文化財発掘調査概報 1981-2 京都府教育委員会 京都府教育委員会 1964- 14048153

埋蔵文化財発掘調査概報 1982 京都府教育委員会 京都府教育委員会 1964- 14048154

京都府亀岡市亀谷古墳の研究 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 2019.3 14048101

長岡京跡ほか 向日市埋蔵文化財センター 向日市教育委員会 2019.3 14048096

物集女城跡 向日市埋蔵文化財センター 向日市埋蔵文化財センター : 向日市教育委員会 1997.3- 14048097

池内遺跡 : 松原市 : 松原市天美東土地区画整理事業地区内における店舗建設に
伴う池内遺跡(C2-4-6)発掘調査報告書

大阪府文化財センター 松原市教育委員会 2019.3 14048163

泉大津市埋蔵文化財発掘調査概報 38 泉大津市教育委員会社会教育課 泉大津市教育委員会 1984- 14048106

継体大王と紀氏 : 今城塚と紀伊の古墳 : 平成三十一年今城塚古代歴史館春季特
別展

高槻市立今城塚古代歴史館 高槻市立今城塚古代歴史館 2019.3 14048147

藤原鎌足と阿武山古墳 : 高槻市立今城塚古代歴史館・しろあと歴史館秋季合同特
別展

高槻市立今城塚古代歴史館
高槻市立今城塚古代歴史館 : 高槻市立しろあと
歴史館

2018.10 14048148

八尾再発見 八尾市立歴史民俗資料館 八尾市立歴史民俗資料館 1989.10 14048080

富田林市内遺跡群発掘調査報告書 平成29年度 富田林市教育委員会 富田林市教育委員会 1995- 14048166

錦織遺跡 : 倉庫建設に伴う発掘調査報告(NK2016-1) 富田林市教育委員会 富田林市教育委員会 2018.5 14048167

阪南市埋蔵文化財発掘調査概要 37 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- 14048073

史跡赤松氏城跡置塩城跡保存活用計画 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2017.3 14048070

加古川市文化財年報 1号 加古川市教育委員会 加古川市教育委員会文化財調査研究センター 2018.3- 14048162

牧野・大日遺跡 : 兵庫県多可郡多可町中区牧野 2 多可町教育委員会 多可町教育委員会 2019.3 14048105
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天皇陵古墳を歩く 今尾 文昭 朝日新聞出版 2018.10 9784022630780 14048180

世界遺産と天皇陵古墳を問う 今尾 文昭 思文閣出版 2017.1 9784784218721 14048185

奈良県遺跡調査概報 2017年度第2分冊 奈良県立橿原考古学研究所 奈良県立橿原考古学研究所 1977- 14048084

奈良県遺跡調査概報 2018年度第1分冊 奈良県立橿原考古学研究所 奈良県立橿原考古学研究所 1977- 14048085

国庫補助による発掘調査報告書 : 桜井市 平成29年度 桜井市教育委員会 桜井市教育委員会文化財課 2012.3- 14048095

銙帯をめぐる諸問題
奈良文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査
部

奈良文化財研究所 2002.3 14048125

出雲 = IZUMO 大林組広報室 大林組広報室 1988.3 14048134

難波宮 直木 孝次郎 大林組 1989 14048135

源氏物語 = The tale of Genji 大林組広報室 大林組広報室 1991.5 14048136

オリンピック・OLYMPIC 大林組広報室 大林組広報室 1992.7 14048137

伯耆国分寺古墳の研究 : 鳥取県倉吉市 島根大学法文学部考古学研究室
島根大学法文学部考古学研究室 : 伯耆国分寺古
墳研究会

2019.3 14048176

御堂谷遺跡 ; 諸友大師山横穴IV群1号穴 島根県埋蔵文化財調査センター 国土交通省松江国道事務所 : 島根県教育委員会 2019.3 14048164

石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界 島根県古代文化センター 島根県教育委員会 2018.3 14048150

史跡出雲国府跡 10 島根県埋蔵文化財調査センター 島根県教育委員会 2003.3- 14048107

警察本部庁舎車庫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 2019.3 14048076

新池尻遺跡 : 県道南浦金光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 2019.3 14048075

丸小山墳墓群 : 下関市大字延行字幸池ヶ森4番1地内丸小山墳墓群発掘調査報告
書

下関市教育委員会 下関市教育委員会 2019.3 14048078

讃岐国府跡 2 第1分冊 香川県埋蔵文化財センター 香川県教育委員会 2016.3- 14048145

讃岐国府跡 2 第2分冊 香川県埋蔵文化財センター 香川県教育委員会 2016.3- 14048146

高松市内遺跡発掘調査概報 : 国庫補助事業 平成30年度 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2000.3- 14048110

史跡天然記念物屋島 [2019] 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2003.3- 14048108

栗林田中遺跡 : 栗林小学校校舎等建設事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第1分冊 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2019.3 14048113

栗林田中遺跡 : 栗林小学校校舎等建設事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第2分冊 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2019.3 14048112

特別史跡讃岐国分寺跡 : 保存整備事業に伴う発掘調査報告書 1 遺物編1 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2018.3- 14048109

斎院烏山遺跡第3次調査 ; 朝美辻遺跡第3次調査
松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財
センター

松山市教育委員会 2019.3 14048090

余戸中ノ孝遺跡1・2・4・5次調査 ; 余戸柳井田遺跡1・2・3・6次調査 ; 東垣生八反地
遺跡1・3・4次調査 ; 南吉田南代遺跡1次調査

松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財
センター

松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財セン
ター

2019.3 14048111

Beads in the world : special exhibition : connect, decorate and show 池谷 和信 National Museum of Ethnology c2018 9784906962679 14048198

ビーズ : つなぐかざるみせる 池谷 和信 国立民族学博物館 2018.10 9784906962525 14048199
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遥かなる長安 : 金銀器と建築装飾展 : 唐朝文化の輝きをもとめて = Gold & silver
tresures and architectural remains from Tang dynasty in China

福岡市博物館 福岡市博物館 1996.10 14048121

八幡古表神社の乾衣祭 吉富町教育委員会 吉富町教育委員会 2019.3 14048069

平成13-23年度の発掘調査 : 弥生時代墓地総括・補遺編 佐賀県教育委員会 佐賀県教育委員会 2019.3 14048149

古墳文化の世界 : 豊の国の支配者たち 大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館 大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館 1989.10 14048082

中国古代天文文物論集 中国社会科学院考古研究所 文物出版社 1989.12 14048117

大哺乳類展2-みんなの生き残り作戦/ 朝日新聞社編 国立科学博物館 国立科学博物館,朝日新聞社 c2010 14048195

大和本草 第1冊 貝原 益軒 有明書房 1975 14048196

大和本草 第2冊 貝原 益軒 有明書房 1975 14048197

建筑考古学论文集 精装 楊 鴻勳 文物出版社 1987.4 14048118

北方騎馬民族の黄金マスク展 : 中国考古十大発掘文物 堀 晄 旭通信社 c1996 14048138

中国・美の十字路展 大広 大広 c2005 14048122

大唐王朝の華 : 都・長安の女性たち : 1996-1997 兵庫県立歴史博物館
「大唐王朝の華-都・長安の女性たち」展全国実行
委員会

1996.3 14048132

南ロシア騎馬民族の遺宝展 : ヘレニズム文明との出会い 古代オリエント博物館 朝日新聞社 1991 14048131

大和の古文化
近畿日本鉄道創立五十周年記念出版編集
所

近畿日本鉄道 1960.9 14048144

六古窯 : 「和」のやきもの 出光美術館 出光美術館 2019.4 14048201

われわれはどんな「世界」を生きているのか : 来るべき人文学のために 山室 信一 ナカニシヤ出版 2019.3 9784779513923 14048156

News letter : new aspects of Kofun Period and archaeological history of Japan
from the results of survey on Gowland collection : ゴーランド・コレクション総合研究
の新知見に基づく日本古墳時代像・研究史の再構築

1 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 2016.3- 14048102

News letter : new aspects of Kofun Period and archaeological history of Japan
from the results of survey on Gowland collection : ゴーランド・コレクション総合研究
の新知見に基づく日本古墳時代像・研究史の再構築

2 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 2016.3- 14048103

News letter : new aspects of Kofun Period and archaeological history of Japan
from the results of survey on Gowland collection : ゴーランド・コレクション総合研究
の新知見に基づく日本古墳時代像・研究史の再構築

3 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 2016.3- 14048104

楽浪塼室墓の研究 : 東洋文庫所蔵梅原考古資料等を用いた楽浪古墳に関する基
礎的研究

高久 健二 [高久健二] 2007.3 14048142

近江の考古と地理 高橋 美久二 滋賀県立大学人間文化学部考古学研究室 2006.3 14048126

奈良町 : 江戸時代の「観光都市」を巡る/ 天理大学附属天理参考館編集 天理大学附属天理参考館編集 天理ギャラリー 2019.5 14048200
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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

舟を編む : [一般用] 石井 裕也 アスミック・エース (発売) c2013 10247797

Hafu : ハーフ/ [西倉めぐみ, 高木ララ監督・撮影] : [教育機関向け] 西倉 めぐみ ユナイテッドピープル (発売・販売) c2013 10247461
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