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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。)
系統樹曼荼羅 : チェイン・ツリー・ネットワーク = Phylogeny mandala : chain, tree,
and network

三中 信宏 NTT出版 2012.11 9784757142633 14049286

原町三丁目遺跡 : 東京都新宿区 : 集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

野村不動産 : アビルトトラスト : イビソク 2019.10 14049291

文花一丁目遺跡(墨田区No.49遺跡) : 東京都墨田区 : (仮称)i専門職大学新築工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

CEL 墨田区教育委員会 2019.12 14049307

出雲と大和 : 日本書紀成立1300年特別展 東京国立博物館 島根県 2020.1 14049306

Death by theory : a tale of mystery and archaeological theory Praetzellis Adrian 1952- AltaMira Press c2000 14049287

楚文化研究论集 第4集 楚文化研究会 荊楚书社 1987.1- 14049288

楚文化研究论集 第5集 楚文化研究会 荊楚书社 1987.1- 14049289

楚文化研究论集 第6集 楚文化研究会 荊楚书社 1987.1- 14049290

六波羅政庁跡、音羽・五條坂窯跡発掘調査報告書 文化財サービス 文化財サービス 2019.11 14049294

北山遺跡 ; 中海道遺跡 向日市埋蔵文化財センター 向日市埋蔵文化財センター 2019.12 14049304

京焼 : みやこの意匠と技 : 特別展覧会 京都国立博物館 京都国立博物館 2006.10 14049283

筆墨精神 : 中国書画の世界 : 特別展覧会 上野コレクション寄贈50周年記念 京都国立博物館 朝日新聞社 2011.1 14049284

(仮称)大阪芸術大学キャラクター造形学科新築工事準備工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書

大阪府文化財センター 大阪府文化財センター 2020.1 14049297

出合遺跡 : 千早赤阪村役場新庁舎建て替えに伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 大阪府文化財センター 大阪府文化財センター 2020.1 14049299

明和池遺跡 : 摂津市 : 防災公園街区整備事業摂津市千里丘四丁目地区埋蔵文化
財発掘調査報告書

7 大阪府文化財センター 大阪府文化財センター 2012.12- 14049298

歴史発掘おおさか : 大阪府発掘調査最新情報 : 大阪府立近つ飛鳥博物館平成二
十二年度冬季特別展

2019 近つ飛鳥博物館 大阪府立近つ飛鳥博物館 2011.1- 14049313

宮城南門東方の調査 大阪市博物館協会大阪文化財研究所 大阪市文化財協会 2019.12 9784863051447 14049300

阿武山古墳調査写真集 : 昭和9年の記憶 高槻市立今城塚古代歴史館 高槻市立今城塚古代歴史館 2018.10 14049301

富田林市内遺跡群発掘調査報告書 平成30年度 富田林市教育委員会 富田林市教育委員会 1995- 14049311

シンポジウム南海道の原風景 : 発表資料集 和歌山県文化財センター 和歌山県文化財センター 2020.2 14049314

蔵廻り遺跡 ; 榎坂窯跡 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浜田河川国道事務所 2019.9 14049308

尾ノ上遺跡 ; 桜田遺跡 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 2019.12 14049293

･ 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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嶧口古墓 ; 上古市遺跡 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浜田河川国道事務所 2020.2 14049309

東垣生八反地遺跡 : 市道垣生109号線外1路線道路改良工事(その2)に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書

5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

2020.1 14049310

史跡上黒岩岩陰遺跡保存活用計画書 久万高原町教育委員会 久万高原町教育委員会 2019.9 14049312

東狭間遺跡 : 緊急避難塔整備に伴う発掘調査報告書 香南市教育委員会 高知県香南市教育委員会 2019.2 14049303

山下遺跡 : 香南市新庁舎建設基本設計に基づく周辺駐車場整備事業に伴う発掘
調査報告書

香南市教育委員会 高知県香南市教育委員会 2019.12 14049302

宗像大社国宝展 : 神の島・沖ノ島と大社の神宝 = National treasures of the
Munakata shrine : the sacred island of Okinoshima and holy treasures from the

出光美術館 出光美術館 2014.8 14049285

東石原遺跡 : 県営水利施設等保全高度化事業特別型(畑地帯担い手育成型・見岳
地区)に伴う発掘調査

南島原市教育委員会 長崎県南島原市教育委員会 2019.9 14049296

東大窪遺跡・中萩原遺跡 : 市道堀切湯河内線道路改良工事に伴う発掘調査 南島原市教育委員会 長崎県南島原市教育委員会 2019.12 14049295

北園遺跡 : 熊本県水俣市所在板石積石棺墓発掘調査報告書 北園遺跡発掘調査団 北園遺跡発掘調査団 2019.12 14049292

下北方下郷第6遺跡 (しもきたかたしもごうだいろくいせき) 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2019.3 14049318

北中 (きたじゅう) 遺跡 5 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2019.3 14049319

松添遺跡(まつぞえいせき) : 青島地域総合センター建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書

宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2019.3 14049317

樋ノ口遺跡 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2019.3 14049320

中小路遺跡 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2019.3 14049321

鳶尾塚古墳 : 墳丘測量調査・石室実測調査報告 1
岡山大学大学院社会文化科学研究科考古
学研究室

岡山大学大学院社会文化科学研究科考古学研究
室

2019.7 14049315

即位礼と大嘗祭 : 天皇陛下御即位記念 皇学館大学 皇學館大学 2019.10 14049305

明見彦山1号墳発掘調査報告書 高知大学人文学部考古学研究室 高知大学人文学部考古学研究室 2015.3 14049316
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