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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

日本文化事典 神崎 宣武 丸善出版 2016.1 9784621089798 10232239

環境年表 第4冊 (平成27・28年) 国立天文台 丸善 2009.2- 9784621089941 10232285

日英ことばの文化事典 亀田 尚己 丸善出版 2015.12 9784621089804 10232311

パランセ韓国語 : ハングル能力検定試験4級完全準拠 中級 金 京子 朝日出版社 2016.1 9784255556451 91053881

シャルリとは誰か? : 人種差別と没落する西欧 Todd Emmanuel 1951- 文藝春秋 2016.1 9784166610549 10232638

NPSの極意 木下 幹彌 東洋経済新報社 2015.11 9784492961155 10232184

情報と職業 駒谷 昇一 オーム社 2015.11 9784274216756 10232277

VMware徹底入門 : VMware vSphere 6.0対応 ヴイエムウェア株式会社 翔泳社 2015.11 9784798142593 10232228

土日でわかるPHPプログラミング教室 : 短期集中講座 吉谷 愛 SBクリエイティブ 2015.12 9784797382747 10232227

図書館の自由ニューズレター集成 3 2006-2010 日本図書館協会図書館の自由委員会 日本図書館協会 2006.3- 9784820415091 10232211

情報資源組織論 柴田 正美 日本図書館協会 2016.1 9784820415121 10232224

電子図書館・電子書籍貸出サービス : 調査報告 2015 植村 八潮 ポット出版 2014.11- 9784780802238 10232223

読書世論調査 2015年版 毎日新聞社 毎日新聞社 1962- 10232247

本の世紀 : 岩波書店と出版の100年 信濃毎日新聞取材班 東洋出版 2015.9 9784809677960 10232329

奇跡の出版人古田晁伝 : 筑摩書房創業者の生涯 塩澤 実信 東洋出版 2015.9 9784809677977 10232324

仮想Viking50号記念祝賀講演会に於ける演説 富士 正晴 茨木市立中央図書館併設富士正晴記念館 2015.2 10232189

探検!東京国立博物館 藤森 照信 淡交社 2015.12 9784473040497 10232276

ジャーナリズムの国籍 : 途上国におけるメディアの公共性を問う
慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研
究所

慶應義塾大学出版会 2015.12 9784766422832 10232240

「兆候」の哲学 : 思想のモチーフ26 宇野 邦一 青土社 2016.1 9784791769032 10232300

哲学がかみつく Edmonds David 1964- 柏書房 2015.12 9784760146581 10232313

まなざし 鶴見 俊輔 藤原書店 2015.11 9784865780505 10232341

ドニ・ディドロ、哲学者と政治 : 自由な主体をいかに生み出すか Goggi Gianluigi 勁草書房 2015.11 9784326154364 10232307

･ 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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書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

笑顔してますか 近藤 友二 ドニエプル出版 2015.12 9784882698197 10232176

錯視の不思議 : 人の目はなぜだまされるのか Ausbourne Robert 創元社 2015.11 9784422701011 10232215

心理臨床とセラピストの人生 : 関わり合いのなかの事例研究 大村 哲夫 創元社 2015.1 9784422115818 10232262

クルアーンを読む : カリフとキリスト 中田 考 太田出版 2015.12 9784778314989 10232342

仏教の知恵 ; 禅の世界 愛知学院大学禅研究所 大法輪閣 2015.11 9784804682075 10232339

Save the catの逆襲 : 書くことをあきらめないための脚本術 Snyder Blake 1957-2009 フィルムアート社 2015.11 9784845915668 10232248

粟津則雄著作集 11 粟津 則雄 思潮社
2006.4-
2016.1

9784783723707 10232229

日本列島人の思想 益田 勝実 青土社 2015.12 9784791768950 10232299

金春禅竹の研究 伊藤 正義 和泉書院 2016.1 9784757607514 10232231

作家/作者とは何か : テクスト・教室・サブカルチャー 日本近代文学会関西支部 和泉書院 2015.11 9784757607743 10232278

Ōe (おおえ) : 60年代の青春 司 修 白水社 2015.12 9784560084830 10232343

「ない仕事」 の作り方 みうら じゅん 文芸春秋 2015.11 9784163903699 10232390

乱菊物語 ; 盲目物語 ; 吉野葛 谷崎 潤一郎 中央公論新社 2016.2 9784124035759 10232291

莫言の思想と文学 : 世界と語る講演集 莫 言 東方書店 2015.11 9784497215123 10232344

ベーオウルフ : 中世英雄叙事詩 : 韻文訳 枡矢 好弘 開拓社 2015.11 9784758922197 10232321

ムージル : 伝記 3 Corino Karl 1942- 法政大学出版局
2009.4-
2015.12

9784588009167 10232319

サン=テグジュペリにおける「語り」の探求 : 『南方郵便機』から『星の王子さま』へ 藤田 義孝 朝日出版社 2015.12 9784255008929 10232258

モーリス・ブランショ : 新装版 Lévinas Emmanuel 1905- 国文社 2015.12 9784772005395 10232328

喪の日記 : 新装版 Barthes Roland 1915-1980 みすず書房 2015.12 9784622079774 10232303

憎むのでもなく、許すのでもなく : ユダヤ人一斉検挙の夜 Cyrulnik Boris 1937- 吉田書店 2014.3 9784905497196 10232304

『罪と罰』を読まない 岸本 佐知子 文藝春秋 2015.12 9784163903668 10232345

改めて知る国ごと,地域ごとにまとめ直した高校世界史 上巻 川音 強 清水書院 2015.9 9784389225759 10232265

改めて知る国ごと,地域ごとにまとめ直した高校世界史 中巻 川音 強 清水書院 2015.9 9784389225766 10232266

改めて知る国ごと,地域ごとにまとめ直した高校世界史 下巻 川音 強 清水書院 2015.9 9784389225773 10232267

箸墓古墳 石野 博信 学生社 2015.10 9784311203510 10232326

鎌倉将軍執権連署列伝 細川 重男 吉川弘文館 2015.11 9784642082860 10232275

偽書『本佐録』の生成 : 江戸の政道論書 山本 真功 平凡社 2015.11 9784582842333 10232335

戦国のゲルニカ : 「大坂夏の陣図屏風」読み解き 渡辺 武 新日本出版社 2015.11 9784406059480 10232233
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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

終焉する昭和 : 1980年代 杉田 敦 岩波書店 2016.2 9784000288071 10232601

京都南、移転集落水垂の歴史と生活 植村 善博 文理閣 2015.11 9784892597770 10232332

ドクターがつまみ食いしたユーラシアの古代史 中 久志本 東 ドニエプル出版 2014.10- 10232178

ペロポネソス戦争 高畠 純夫 東洋大学出版会 2015.11 9784908590009 10232318

海のかなたのローマ帝国 : 古代ローマとブリテン島 南川 高志 岩波書店 2015.12 9784000268608 10232292

近代フランス農村世界の政治文化 : 噂・蜂起・祝祭 工藤 光一 岩波書店 2015.11 9784000268554 10232295

1889-1936傲慢 Kershaw Ian 1943- 白水社 2016.1 9784560084489 10232241

丸山眞男への道案内 都築 勉 吉田書店 2013.8 9784905497141 10232305

社会統合と宗教的なもの : 十九世紀フランスの経験 宇野 重規 白水社 2011.7 9784560081495 10232347

共和国か宗教か、それとも : 十九世紀フランスの光と闇 宇野 重規 白水社 2015.12 9784560084809 10232346

地に呪われたる者 : 新装版 Fanon Frantz 1925-1961 みすず書房 2015.11 9784622079682 10232302

明日の地方創生を考える 土地総合研究所 東洋経済新報社 2015.12 9784492212226 10232286

地方創生実現ハンドブック トーマツベンチャーサポート株式会社 日経BP社 2015.11 9784822279639 10232260

ハンドブック近代日本外交史 : 黒船来航から占領期まで 簑原 俊洋 ミネルヴァ書房 2016.1 9784623074204 10232269

江戸時代の罪と罰 氏家 幹人 草思社 2015.11 9784794221681 10232325

エスニック・アメリカを問う : 「多からなる一つ」への多角的アプローチ 「人の移動とアメリカ」研究プロジェクト 彩流社 2015.11 9784779121593 10232238

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 入山 章栄 日経BP社 2015.11 9784822279325 10232288

サイロ・エフェクト : 高度専門化社会の罠 Tett Gillian 1967- 文藝春秋 2016.2 9784163903897 10232581

中世と貨幣 : 歴史人類学的考察 Le Goff Jacques 1924- 藤原書店 2015.12 9784865780536 10232340

友情化する社会 : 断片化のなかの新たな「つながり」 Chambers Deborah 1954- 岩波書店 2015.12 9784000254229 10232293

人とのつながりとこころ : 人と社会を見通す心理学 今川 民雄 ナカニシヤ出版 2015.11 9784779509964 10232274

コミュニケーション実践入門 : コミュニケーション力に磨きをかける 中山 芳一 かもがわ出版 2015.12 9784780308105 10232246

データで読む日本文化 : 高校生からの文学・社会学・メディア研究入門 成蹊大学文学部学会 風間書房 2015.3 9784759920826 10232337

アジア・アフリカの都市コミュニティ : 「手づくりのまち」の形成論理とエンパワメントの
実践

城所 哲夫 学芸出版社 2015.12 9784761526139 10232251

華族のアルバム : 秘蔵写真でたどる 倉持 基 KADOKAWA 2015.11 9784046012753 10232236

パリ職業づくし : 中世〜近代の庶民生活誌 Klein-Rebour F. 論創社 2015.11 9784846014728 10232322

ナラティヴ・ソーシャルワーク : "「支援」しない支援"の方法 荒井 浩道 新泉社 2014.2 9784787714046 10232273

教育学の歴史 Reble Albert 1910-2009 青土社 2015.12 9784791768974 10232297
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子どものいじめ問題ハンドブック : 発見・対応から予防まで 日本弁護士連合会子どもの権利委員会 明石書店 2015.11 9784750342757 10232281

インフォーマル学習 日本教育工学会 ミネルヴァ書房 2016.1 9784623074396 10232235

新・公民の授業80時間 : 子どもの意識・教材研究・資料と扱い方 大野 一夫 地歴社 2015.12 9784885272264 10232217

国語科教育 千田 洋幸 一芸社 2015.12 9784863590793 10232264

発問 : 考える授業、言語活動の授業における効果的な発問 寺井 正憲 東洋館出版社 2015.12 9784491031460 10232252

中学校国語科授業づくり10の原則・25の指導アイデア : 国語嫌いな生徒が大変身
する!

松原 大介 明治図書出版 2015.12 9784181760380 10232250

読みの交流と言語活動 : 国語科学習デザインと実践 松本 修 玉川大学出版部 2015.12 9784472405280 10232219

はじめてのアクティブ・ラーニング!英語授業 山本 崇雄 学陽書房 2015.12 9784313653009 10232259

50歳からの海外留学のすすめ : 私のモスクワ日記 加藤 美知世 ドニエプル出版 2015.10 9784882698265 10232175

アイヌ、風の肖像 宇井 眞紀子 新泉社 2011.5 9784787710079 10232237

アイヌ語の贈り物 : アイヌの自然観にふれる 野上 ふさ子 新泉社 2012.12 9784787712158 10232272

インディオの気まぐれな魂 Castro Eduardo Batalha Viveiros de 水声社 2015.11 9784801001367 10232309

洋服を着る近代 : 帝国の思惑と民族の選択 Ross Robert 1949 July 26- 法政大学出版局 2016.2 9784588603426 10232320

日本の食文化史 : 旧石器時代から現代まで 石毛 直道 岩波書店 2015.11 9784000610889 10232294

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井 千歩子 丸善出版 2016.1 9784621089750 10232312

NY民主主義食 : ニューヨークの食事情 芝原 三千代 食糧経済通信社 2015.11 9784908414008 10232245

昔話にみる悪と欲望 : 継子・少年英雄・隣のじい 三浦 佑之 青土社 2015.12 9784791768943 10232298

韓国の「鬼」 : ドッケビの視覚表象 朴 美暻 京都大学学術出版会 2015.11 9784876989461 10232234

心臓物語 : グリム兄弟編著『ドイツ伝説集』/アルニム・ブレンターノ編集『少年の魔
法の角笛』

中山 淳子 丸善プラネット 2015.11 9784863452695 10232230

部分的つながり Strathern Marilyn 水声社 2015.11 9784801001350 10232310

「新しい戦争」とは何か : 方法と戦略 川上 高司 ミネルヴァ書房 2016.1 9784623074426 10232270

BE KOBE : 震災から20年、できたこと、できなかったこと BE KOBEプロジェクト ポプラ社 2015.12 9784591147719 10232323

現実を生きるサル空想を語るヒト : 人間と動物をへだてる、たった2つの違い Suddendorf Thomas 白揚社 2015.1 9784826901772 10232315

その「脳科学」にご用心 : 脳画像で心はわかるのか Satel Sally L. 紀伊國屋書店 2015.7 9784314011297 10232336

西欧精神医学背景史 : 新装版 中井 久夫 みすず書房 2015.11 9784622079705 10232301

医系技官がみたフランスのエリート教育と医療行政 入江 芙美 NTT出版 2015.9 9784757160682 10232331

人類を変えた素晴らしき10の材料 : その内なる宇宙を探険する Miodownik Mark インターシフト 2015.10 9784772695473 10232327

光のまちをつくる : 水都大阪の実践 橋爪 紳也 創元社 2015.12 9784422501208 10232261
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地球環境学入門 山崎 友紀 講談社 2015.12 9784061552401 10232220

国宝姫路城大天守保存修理事業公式記録集 姫路市観光交通局 2016.2 10232210

図説イングランドの教会堂 Yorke Trevor マール社 2015.11 9784837309062 10232249

シリコンアイランド九州の半導体産業 : リバイタリゼーションへのアプローチ 伊東 維年 日本評論社 2015.3 9784535558038 10232204

990円のジーンズがつくられるのはなぜ? : ファストファッションの工場で起こっている
こと

長田 華子 合同出版 2016.1 9784772612685 10232256

料理術の精神 : ある美術史家の食卓 Rumohr C. Fr. v. 中央公論美術出版 2016.1 9784805507490 10232290

食糧と人類 : 飢餓を克服した大増産の文明史 DeFries Ruth S. 日本経済新聞出版社 2016.1 9784532169817 10232330

サービス・リエンジニアリング : 顧客の感動を呼ぶホスピタリティを低コストで実現す
る

伊藤 嘉博 中央経済社 2016.1 9784502173813 10232242

「闘争」としてのサービス : 顧客インタラクションの研究 山内 裕 中央経済社 2015.3 9784502137419 10232188

広告は、社会を揺さぶった : ボーヴォワールの娘たち 脇田 直枝 宣伝会議 2015.12 9784883353453 10232282

「おいしい」のマーケティングリサーチ : 新市場創造への宝探し 高垣 敦郎 碩学舎 2016.1 9784502168314 10232333

あなたの運転に思いやりモードを 松葉 健一 ドニエプル出版 2015.12 9784882698241 10232177

制度と実態 舘野 和己 吉川弘文館 2016.2 9784642017282 10232243

帝国日本の交通網 : つながらなかった大東亜共栄圏 若林 宣 青弓社 2016.1 9784787220608 10232271

アメリカスのまなざし : 再魔術化される観光 天理大学アメリカス学会 天理大学出版部 2014.12 9784860659912 10232263

ザ・カジノ・シティ : ラスベガスを作り変えた知られざるホテル王の物語 Schwartz David G. 日経BP社 2015.11 9784822250652 10232334

スポーツツーリズムの可能性を探る : 新しい生涯スポーツ社会への実現に向けて 愛知東邦大学地域創造研究所 唯学書房 2015.11 9784908407000 10232287

シュルレアリスム、その外へ 鶴岡 善久 沖積舎 2015.10 9784806041221 10232317

江戸のバロック : 日本美術のあたらしい見かた 谷川 渥 河出書房新社 2015.12 9784309276687 10232221

タムラサトル《真夏の遊園地》 : 親と子と孫で楽しむ栃木県国際芸術祭2014 タムラ サトル 栃木県立美術館 2014.7 10232183

ネオ・ラグーン : 北東アジアの現代美術 キュウコンセプト 新潟アジア文化祭実行委員会 [1998] 10232201

中華人民共和国現代美術 東京華僑総会 東京華僑総会 1977 10232197

現代中国美術秀作展 : 日中平和友好条約締結十周年記念 : 日中友好会館開館記
念

日中友好会館 日中友好会館 [1988] 10232200

ニイガタ・クリエーション : 美術館は生きている 新潟市美術館 新潟市美術館 2014.3 10232187

二科100年史 : 100年の歴史と現在 百周年記念事業委員会 二科会 2015.8 10232190

二科100年史 : 一九八五～二〇一五 滝 悌三 二科会 2015.8 10232191

文化庁メディア芸術祭 : 授賞作品集 平成26年度 (第18回) 文化庁メディア芸術祭実行委員会 文化庁メディア芸術祭実行委員会 [1998]- 10232192

化け物 : 想像力が生み出す異世界の住人 青森県立美術館 青幻舎 2015.9 9784861525018 10232222
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ルーヴル美術館展 : 日常を描く--風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄 国立新美術館 日本テレビ放送網 c2015 10232193

遺跡保護の制度と行政 和田 勝彦 同成社 2015.12 9784886217097 10232225

ニキ・ド・サンファル展 国立新美術館 NHK : NHKプロモーション c2015 10232195

伊藤若冲作品集 伊藤 若冲 東京美術 2015.11 9784808710064 10232212

現代中国画五十年の鼓動 山梨県立美術館 山梨県立美術館 1999.7 10232198

中国現代画家黄冑 (ホワンチョウ) とその作品 : 酒田市美術館特別展示 黄 胄 酒田市美術館 [1998] 10232199

中国現代絵画展 : 日中平和友好条約締結記念 斉 白石 日本経済新聞社 [1978] 10232202

日中美術交流之花 : 日中美術交流10周年記念冊 中央美術学院 [1997] 10232203

河野次郎と明治・大正の画人ネットワーク 河野 次郎 栃木県立美術館 c2014 10232182

ジョン・エヴァレット・ミレイ : ヴィクトリア朝美の革新者 荒川 裕子 東京美術 2015.12 9784808710477 10232216

近代フランス絵画モネからマティスまで : 姫路市立美術館蔵国富奎三コレクション Monet Claude 1840-1926 姫路市立美術館 2014.3 10232179

マグリット展 国立新美術館 読売新聞東京本社 c2015 10232194

北欧の挿絵とおとぎ話の世界 海野 弘 パイインターナショナル 2015.11 9784756246929 10232218

柳原良平の仕事 柳原 良平 玄光社 2015.12 9784768306826 10232213

ファンタジー世界の地図を描く Blando Jared ボーンデジタル 2015.11 9784862462992 10232214

現代写真論 : コンテンポラリーアートとしての写真のゆくえ Cotton Charlotte 晶文社 2010.5 9784794967503 10232284

楽器は語る : スティールパンから津軽三味線まで 冨田 晃 千里文化財団 2015.9 9784915606687 10232283

イタリアの都市とオペラ 福尾 芳昭 水曜社 2015.12 9784880653747 10232338

蜷川幸雄の仕事 蜷川 幸雄 新潮社 2015.12 9784106022647 10232244

忠臣蔵映画と日本人 : 「雪」と「桜」の美学 小松 宰 森話社 2015.11 9784864050845 10232316

アメリカ映画とカラーライン : 映像が侵犯する人種境界線 金澤 智 水声社 2014.12 9784801000780 10232308

ファンタスティックMr. Fox : ウェス・アンダーソンの世界 Anderson Wes 1969- DU Books 2015.12 9784907583439 10232226

上方落語 : 流行唄の時代 荻田 清 和泉書院 2015.11 9784757607521 10232279

ゲームプランナー集中講座 : ゲーム創りはテンポが9割 吉沢 秀雄 SBクリエイティブ 2015.12 9784797385625 10232257

我々はどのような生き物なのか : ソフィア・レクチャーズ Chomsky Noam 1928- 岩波書店 2015.9 9784000062275 10232296

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか : 「バイリンガルを科学する」言語心理学 森島 泰則 勁草書房 2015.12 9784326299102 10232306

レポート・論文をさらによくする「書き直し」ガイド : 大学生・大学院生のための自己点
検法29

佐渡島 紗織 大修館書店 2015.12 9784469222449 10232254

大学生・社会人のための言語技術トレーニング 三森 ゆりか 大修館書店 2013.4 9784469213430 10232255
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朝鮮語を学ぼう 菅野 裕臣 三修社 2015.12 9784384046588 10232280

英語学習のメカニズム : 第二言語習得研究にもとづく効果的な勉強法 廣森 友人 大修館書店 2015.12 9784469245998 10232253

世界の動物遺産 世界編 自然環境研究センター 集英社 2015.12 10232438

世界の動物遺産 日本編 自然環境研究センター 集英社 2015.12 10232439

全国図書館大会記録 [平成27年度] 全国図書館大会実行委員会 全国図書館大会実行委員会 1966- 10232209

弁護と発展 Keynes John Maynard 1883-1946 東洋経済新報社 2016.1 9784492813133 10232232

美術講演会講演録 第42回 鹿島美術財団 [出版者不明] 1987- 10232185

美術講演会講演録 第43回 鹿島美術財団 [出版者不明] 1987- 10232186

7/17



書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

■いたみ稲野キャンパス

会社で働くということ 森 清 岩波書店 1996.2 4005002676 20104217

医療秘書 : あなたにもなれる! 外村 美恵子 一ツ橋書店 2015.12 9784565172006 92040433

管理栄養士の一日 WILLこども知育研究所 保育社 2015.8 9784586085439 92040432

フードスペシャリスト資格認定試験問題集 : 試験直前対策として、効率よく学べる! 2015年版 林 俊郎 一芸社 2002.10- 9784863590991 92040434

スケッチ全国町並み見学 片寄 俊秀 岩波書店 1989.12 400500167X 20104215

シルクロードの大旅行家たち 加藤 九祚 岩波書店 1999.3 4005003176 20104216

図書館の自由ニューズレター集成 3 2006-2010 日本図書館協会図書館の自由委員会 日本図書館協会 2006.3- 9784820415091 20104210

セミナー「児童図書館員養成を考える」 : さまざまな立場から : 利用者, 公共図書館,
大学, 海外 : 報告書

日本図書館協会児童青少年委員会 日本図書館協会 2015.6 9784820415022 20104218

次の本へ 続 苦楽堂 苦楽堂 2014.10- 9784908087028 20104282

10代からの哲学図鑑 Weeks Marcus 三省堂 [2015.11] 9784385162355 20104245

使える哲学 : ビジネスにも人生にも役立つ 古田 博司 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2015.12 9784799318232 20104273

ソクラテス : われらが時代の人 Johnson Paul 1928- 日経BP社 2015.12 9784822250812 20104274

スタートアップ「心理学」 : 高校生と専門的に学ぶ前のあなたへ 小川 一美 ナカニシヤ出版 2013.9 9784779507908 20104266

モノの意味 : 大切な物の心理学 Csikszentmihalyi Mihaly 1934- 誠信書房 2009.12 9784414306231 20104250

幸せを科学する : 心理学からわかったこと 大石 繁宏 新曜社 2009.6 9784788511545 20104269

快適性って何だろう? : アメニティの心理学 山下 富美代 日刊建設工業新聞社 2015.12 9784331519950 20104284

夢に迷う脳 : 夜ごと心はどこへ行く? Hobson J. Allan 1933- 朝日出版社 2007.7 9784255004006 20104280

自己評価の心理学 : なぜあの人は自分に自信があるのか André Christophe 紀伊国屋書店 2000.8 9784314008778 20104271

超心理学 : 封印された超常現象の科学 石川 幹人 紀伊國屋書店 2012.9 9784314010986 20104270

太った男を殺しますか? : 「トロリー問題」が教えてくれること Edmonds David 1964- 太田出版 2015.9 9784778314842 20104268

貝塚調査と動物考古学 小宮 孟 同成社 2015.12 9784886217141 20104287

飛鳥史跡事典 木下 正史 吉川弘文館 2016.2 9784642082907 20104279

「表現の自由」入門 Warburton Nigel 1962- 岩波書店 2015.12 9784000245258 20104288

日本の少子化百年の迷走 : 人口をめぐる「静かなる戦争」 河合 雅司 新潮社 2015.12 9784106037795 20104275

イラストレート人間関係の心理学 齊藤 勇 誠信書房 2015.11 9784414300062 20104261

ひとの目に映る自己 : 「印象管理」の心理学入門 菅原 健介 金子書房 2004.1 4760832327 20104277

日本人と雑草 : 勤勉性を育む心理と文化 梶田 正巳 新曜社 2015.11 9784788514515 20104278
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キャラの思考法 : 現代文化論のアップグレード さやわか 青土社 2015.12 9784791769018 20104285

早稲田の恋愛学入門 : 「恋ゴコロ」のすべてがわかる 森川 友義 東京書店 2012.7 9784885740619 20104276

全国盲学校弁論大会全国大会弁論集 第83回(平成26年度) [出版者不明] [2003]- 20104212

恋する文化人類学者 : 結婚を通して異文化を理解する 鈴木 ひろゆき 世界思想社 2015.1 9784790716457 20104281

WEDDING IDEAS BOOK : ウエディングプランナーが教える、結婚式と準備が"もっと
"楽しくなる方法

岡村 奈奈 誠文堂新光社 2016.1 9784416715611 20104267

北極読本 : 歴史から自然科学、国際関係まで 南極OB会 成山堂書店 2015.11 9784425948413 20104256

南極読本 : 隊員が語る寒冷自然と観測の日々 南極OB会 成山堂書店 2013.12 9784425948116 20104255

原子・原子核・原子力 : わたしが講義で伝えたかったこと 山本 義隆 岩波書店 2015.3 9784000053297 20104289

宇宙遺産 : 138億年の超絶景 林 公代 河出書房新社 2015.10 9784309253329 20104224

せまりくる「天災」とどう向きあうか 鎌田 浩毅 ミネルヴァ書房 2015.12 9784623075232 20104229

みんなの生命科学 北口 哲也 化学同人 2016.1 9784759818116 20104243

つい誰かに教えたくなる人類学63の大疑問 中山 一大 講談社 2015.11 9784061534513 20104257

管理栄養士コースで学ぶ! : キャリアデザインのために 奥田 豊子 同文書院 2007.4 9784810313499 20104263

管理栄養士栄養士必携 : データ・資料集 2015年度版 日本栄養士会 第一出版 2015.4 9784804113333 20104286

ドラッグ食 (フード) : あなたを蝕む食依存と快楽 幕内 秀夫 春秋社 2015.12 9784393710791 20104283

食事設計と栄養・調理 菊地 和美 三共出版 2015.3 9784782707128 20104233

日本食品標準成分表 [本編]
文部科学省科学技術・学術審議会資源調
査分科会

全国官報販売協同組合 2015.12- 9784864581189 20104222

食中毒予防必携 日本食品衛生協会 日本食品衛生協会 2013.1 9784889250565 20104264

はじめての栄養英語 清水 雅子 講談社 2007.12 9784061556133 20104241

日本人の食事摂取基準 : 厚生労働省策定 2015年版 第一出版編集部 第一出版 2005.5- 9784804113128 20104237

初めての栄養学研究論文 : 人には聞けない要点とコツ 栄養学雑誌編集委員会 第一出版 2012.8 9784804112657 20104236

ビタミンの新栄養学 柴田 克己 講談社 2012.7 9784061563025 20104238

目で見る栄養 : 食べ物が作るわたしたちの体 Dorling Kindersley Inc さ・え・ら書房 2016.1 9784378041445 20104223

はじめての臨床栄養英語 清水 雅子 講談社 2013.3 9784061556218 20104239

東方栄養新書 : 体質別の食生活実践マニュアル 梁 平 メディカルユーコン 2005.3 9784901767187 20104246

災害時の栄養・食糧問題 板倉 弘重 建帛社 2011.11 9784767961613 20104254

日本人の食事摂取基準「2015年版」の実践・運用 : 特定給食施設等における栄養・
食事管理

食事摂取基準の実践・運用を考える会 第一出版 2015.4 9784804113142 20104235

給食経営管理論 韓 順子 第一出版 2015.4 9784804113326 20104234
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初めて学ぶ人間工学 岡田 明 理工図書 2016.1 9784844608417 20104265

ナノサイエンス図鑑 : 未来が見える極小世界 Forbes Peter 1947- 河出書房新社 2015.10 9784309253244 20104226

建築家の読書塾 難波 和彦 みすず書房 2015.12 9784622079590 20104272

解読ジェフリー・バワの建築 : スリランカの「アニミズム・モダン」 岩本 弘光 彰国社 2016.1 9784395320417 20104244

フランク・ゲーリー建築の話をしよう Gehry Frank O. 1929- エクスナレッジ 2015.12 9784767820712 20104247

図解建築プレゼンのグラフィックデザイン 坂牛 卓 鹿島出版会 2015.12 9784306046320 20104230

熱帯建築家 : ジェフリー・バワの冒険 隈 研吾 新潮社 2015.11 9784106022630 20104251

住宅プランニング[間取り]図集 : まるごとわかる!これで完璧! 八島 正年 オーム社 2015.11 9784274218095 20104228

集合住宅30講 植田 実 みすず書房 2015.11 9784622079248 20104249

プロローグ 日本料理アカデミー シュハリ・イニシアティブ 2015.12 9784908325021 20104225

魔法のケーキ : 焼くと3つの“層"ができる、不思議でおいしいお菓子 荻田 尚子 主婦と生活社 2015.10 9784391146998 20104242

トータルクッキング : 健康のための調理実習 = Total Cooking 大喜多 祥子 講談社 2015.3 9784061398436 20104240

乳の科学 上野川 修一 朝倉書店 2015.11 9784254435535 20104259

観光の地政学 Hoerner Jean-Michel 同文舘出版 2015.9 9784495385910 20104219

図説だまし絵 : もうひとつの美術史 : 新装版 谷川 渥 河出書房新社 2015.12 9784309762388 20104253

人物クロッキーの基本 : 早描き10分・5分・2分・1分 アトリエ21 ホビージャパン 2015.11 9784798611211 20104332

キャラクターデザインの教科書 : メイキングで学ぶ魅力的な人物イラストの描き方 Playce エムディエヌコーポレーション 2015.12 9784844365563 20104232

鹿姫ものがたり : ラトビアの民話をもとにした物語 = The tale of the deer princess :
story based on a Latvian folk tale = Par stirnu pārvērstā princese : pēc latviešu
tautas pasakas motīviem

三木 卓 写真文化首都北海道「写真の町」東川町 2015.6 9784774006543 20104213

もじ部 : 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ 雪 朱里 グラフィック社 2015.12 9784766128581 20104231

デザインについて : バウハウスから生まれたものづくり Albers Anni 白水社 2016.1 9784560084816 20104248

カラーコーディネーターのための配色入門 川崎 秀昭 日本色研事業 2002.1 4901355163 20104221

百ヵ国を結ぶ舞踊文化 国枝 たか子 不昧堂出版 2015.11 9784829305072 20104258

はじめて学ぶスポーツ心理学12講 楠本 恭久 福村出版 2015.1 9784571250439 20104262

図説日本語の歴史 今野 真二 河出書房新社 2015.11 9784309762371 20104252

英文法の仕組みを解く 鈴木 寛次 日本放送出版協会 2000.10 4140018984 20104214

日本子ども資料年鑑 2016 日本総合愛育研究所 中央出版 1988- 9784877583767 20104227

全国盲学校弁論大会全国大会弁論集 第82回(平成25年度) [出版者不明] [2003]- 20104211
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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。)
鷲ノ巣(1)遺跡 ; 鷲ノ巣(3)遺跡 : 県営小栗山地地区通作条件整備事業に伴う遺跡
発掘調査報告

青森県教育庁文化財保護課 青森県教育委員会 2016.3 14044156

下天摩遺跡 ; 大草里窪遺跡 : 一般国道45号洋野階上道路建設事業に伴う遺跡発
掘調査報告

青森県教育庁文化財保護課 青森県教育委員会 2016.3 14044155

青森県遺跡詳細分布調査報告書 28 青森県教育庁文化課 青森県教育委員会 1989- 14044157

阿津賀志山防塁史跡指定調査報告書 国見町教育委員会 国見町教育委員会 2015.3 14044110

上総国木更津金鈴塚古墳 保坂 三郎 大塚巧藝社 1963.7 14044094

柳沢家駒込屋敷(六義館・六義園)跡第3点 : 集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書 : 東京都文京区

大成エンジニアリング 東急不動産 2014.8 14044055

東京都文京区龍岡町遺跡第6地点 : 「仮称」新教育センター建築計画に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書

文京区教育委員会 文京区教育委員会 2015.10 14044069

東京都台東区浅草高原町遺跡寿二丁目3番地(東陽寺)地点 : (仮称)台東区寿2丁
目計画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 グローブマネージメント 2015.12 14044059

千歳三丁目遺跡 : 東京都墨田区 : 墨田区千歳3丁目計画新築工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

墨田区教育委員会 NIPPO 2016.1 14044056

沖ノ羽遺跡VI第19・22・24次調査 : 県営圃場整備事業(担い手育成型)満日地区に
伴う沖ノ羽遺跡第12・15・17次発掘調査報告書

写真図版編 新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2014.2 14044167

沖ノ羽遺跡VI第19・22・24次調査 : 県営圃場整備事業(担い手育成型)満日地区に
伴う沖ノ羽遺跡第12・15・17次発掘調査報告書

図面図版編 新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2014.2 14044166

沖ノ羽遺跡VI第19・22・24次調査 : 県営圃場整備事業(担い手育成型)満日地区に
伴う沖ノ羽遺跡第12・15・17次発掘調査報告書

本文編 新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2014.2 14044165

下新田遺跡第6・8・9次調査 : 県営ほ場整備事業(経営体育成基盤整備型)道上地
区に伴う第3・5・6次発掘調査報告書

新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2015.12 14044164

細池寺道上遺跡IV第43次調査 : 市道大安寺第5号大関線改良工事に伴う細池寺
道上遺跡第3次発掘調査報告書

新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2015.3 14044169

細池寺道上遺跡V第32・38・41次調査 ; 西江浦遺跡第6次調査 : 県営ほ場整備事業
(担い手育成型)両新地区に伴う細池寺道上遺跡第15・17・18次西江浦遺跡第4次発
掘調査報告書

図面図版・写真図版編 新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2015.9 14044171

細池寺道上遺跡V第32・38・41次調査 ; 西江浦遺跡第6次調査 : 県営ほ場整備事業
(担い手育成型)両新地区に伴う細池寺道上遺跡第15・17・18次西江浦遺跡第4次発
掘調査報告書

本文編 新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2015.9 14044170

中谷内遺跡IV第12・15・16次調査 ; 内野遺跡II第8・9次調査 : 県営ほ場整備事業
(担い手育成型)満日地区に伴う中谷内遺跡第3・5・6次、内野遺跡第3・4次発掘調

新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2015.9 14044168

峰岡上町遺跡第3次調査 : 国道460号線改良工事に伴う峰岡上町遺跡第3次発掘
調査報告書

新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2015.12 14044163

北陸新幹線を掘る : 特別展 : 発掘された日本列島2015新発見考古速報地域展 富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター 2015.9 14044068

中波後山遺跡 ; 宇波ウワノ遺跡 ; 総領野際遺跡発掘調査報告
富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務
所

富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所 2016.3 14044081

徳万頼成遺跡発掘調査報告
富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務
所

富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所 2016.3 14044082

野下・新開遺跡発掘調査報告
富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務
所

富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所 2016.3 14044083

ジェイアール福井駅西NKビル建設に伴う発掘調査報告書 福井市教育委員会 福井市教育委員会 2016.3 14044128

柳沢吉保の由緒と肖像 : 「大和郡山市所在柳沢家関係資料に関する研究」報告書 山梨県立博物館 山梨県立博物館 2015.3 14044060

Decorated porcelain in Art Nouveau period 立花 昭 岐阜県現代陶芸美術館 2015.12 9784901997249 14044093

細峯3号窯発掘調査報告書 多治見市文化財保護センター 多治見市教育委員会 2015.3 14044066

笠屋石塚遺跡 : 岐阜県関市 : クスリのアオキ鋳物師屋店建設工事に伴う埋蔵文化
財調査報告

上智岐阜支店 クスリのアオキ 2016.2 14044053
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関市市内遺跡発掘調査報告書 平成21年度 関市教育委員会 関市教育委員会 2008.3- 14044098

弥勒寺東遺跡 3 関市教育委員会 関市教育委員会 2012.9- 14044111

北近畿の弥生王墓 : 大風呂南墳墓 肥後 弘幸 新泉社 2016.3 9784787715388 14044175

人間一生不可觧の旅 : 水野正好先生追悼文集 水野 正好 水野正好先生を偲ぶ会 2016.1 14044095

愛知県史 資料編23 近世9 : 維新 愛知県史編さん委員会 愛知県 1999.3- 14044099

愛知県史 資料編36 現代 愛知県史編さん委員会 愛知県 1999.3- 14044101

愛知県史 通史編1 原始・古代 愛知県史編さん委員会 愛知県 1999.3- 14044100

四條畷市史 第5巻 四條畷市史編纂室 四條畷市
1972.10-
2016.3

14044096

超巨大噴火が人類に与えた影響 : 西南日本で起こった鬼界アカホヤ噴火を中心と
して

桒畑 光博 雄山閣 2016.2 9784639024095 14044176

富士山 : 信仰と芸術 : 特別展世界遺産登録記念 「富士山信仰と芸術」展実行委員会 静岡県立美術館 2015.9 14044062

浜松市文化財調査報告 平成26年度 浜松市文化財課 浜松市教育委員会 2013.3- 14044106

戦国時代の瀬戸窯 : 古瀬戸から大窯へ : 平成27年度公益財団法人瀬戸市文化振
興財団企画展

瀬戸市文化振興財団 瀬戸市文化振興財団 2015.12 14044067

中野山遺跡(第2・3・6・7次)発掘調査報告 : 四日市市北山町所在 三重県埋蔵文化財センター 三重県埋蔵文化財センター 2016.3 14044080

一般国道23号中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報 26 三重県教育委員会 三重県教育委員会 1990.3- 14044107

堀町遺跡(第5次)発掘調査報告 : 松阪市朝田町 三重県埋蔵文化財センター 三重県埋蔵文化財センター 2016.3 14044103

柳遺跡第24次発掘調査報告書 平成27年度第2次調査 草津市教育委員会文化財保護課 草津市教育委員会文化財保護課 2016.1 14044058

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

2015 近つ飛鳥博物館 大阪府立近つ飛鳥博物館 2011.1- 14044061

市営加美細田・加美神明東住宅建設工事に伴う発掘調査報告書 大阪市博物館協会大阪文化財研究所 大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2016.3 9784863051324 14044161

巨大古墳あらわる : 履中天皇陵古墳を考える 堺市文化観光局文化部文化財課 堺市文化観光局文化部文化財課 2015.2 14044118

浜寺元町遺跡 ; 余部日置荘遺跡 ; 土師南遺跡 ; 堺環濠都市遺跡(SKT1130) ; 余部
日置荘遺跡 ; 大和川今池遺跡・依羅池跡 ; ミサンザイ古墳 ; 檜尾中山遺跡 ; 船堂
東遺跡・難波大道跡 ; 金岡神社遺跡 ; 余部日置荘遺跡 ; 堺環濠都市遺跡
(SKT1138) ; 堺環濠都市遺跡(SKT1139) ; 深井清水町A遺跡 ; 平井遺跡 ; 檜尾中山
遺跡

堺市文化観光局文化部文化財課 堺市教育委員会 2015.3 14044126

長山古墳(NGYK-1)発掘調査概要報告 : 堺区協和町1丁所在 堺市文化観光局文化部文化財課 堺市教育委員会 2015.3 14044119

堺環濠都市遺跡(SKT1087)発掘調査概要報告 : 堺区櫛屋町東3丁所在 堺市文化観光局文化部文化財課 堺市教育委員会 2015.3 14044120

平成26年度下水管布設工事に伴う立会調査概要報告 : 太井遺跡・大保遺跡・長和
寺跡・平尾遺跡・丹比廃寺跡・平井遺跡 ; 平成25年度水道管布設工事に伴う立会
調査概要報告 : 百舌鳥赤畑遺跡・長曽根遺跡・堺環濠都市遺跡・真福寺遺跡

堺市文化観光局文化部文化財課 堺市教育委員会 2015.3 14044122

堺環濠都市遺跡(SKT1117)発掘調査概要報告 : 堺区戎之町東1丁所在 堺市文化観光局文化部文化財課 堺市教育委員会 2015.9 14044121

四ツ池遺跡 その8 (図版編) 四ツ池遺跡調査会 四ツ池遺跡調査会 [1972]- 14044125

四ツ池遺跡 その8 (本文編) 四ツ池遺跡調査会 四ツ池遺跡調査会 [1972]- 14044124

百舌鳥古墳群の調査 8 堺市教育委員会生涯学習部文化財課 堺市教育委員会生涯学習部文化財課 2008.3- 14044123
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豊島北遺跡 : 大阪府豊中市 : 第6次発掘調査報告書 豊中市教育委員会 豊中市教育委員会 2015.3 14044129

曽根遺跡 : 大阪府豊中市 : 第13次発掘調査報告書 豊中市教育委員会 豊中市教育委員会 2015.4 14044130

律令時代の摂津嶋上郡 : 平成27年秋季特別展 今城塚古代歴史館 高槻市立今城塚古代歴史館 2015.10 14044172

中条小学校遺跡発掘調査報告書 本文編 茨木市教育委員会 茨木市教育委員会 2015.10 14044112

中条小学校遺跡発掘調査報告書 分析・考察編 茨木市教育委員会 茨木市教育委員会 2015.10 14044113

中条小学校遺跡発掘調査報告書 写真図版編 茨木市教育委員会 茨木市教育委員会 2015.10 14044114

松ケ本南遺跡発掘調査報告書 茨木市教育委員会 茨木市教育委員会 2015.10 14044115

軽部池遺跡発掘調査報告書 : ラーバン和泉建設工事に伴う発掘調査 和泉市教育委員会 和泉市教育委員会文化財振興課 2013.3 14044116

狭山藩北条氏 : 戦国大名小田原北条五代の末裔 : 狭山池築造一四〇〇年・狭山
藩誕生四〇〇年記念特別展

大阪狭山市教育委員会 大阪狭山市教育委員会 2016.3 14044136

大地に刻まれた災害史 : 阪神・淡路大震災20年 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会 2014.10 14044065

寺田遺跡第223地点発掘調査報告書 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2014.9 14044151

寺田遺跡(第55地点) 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2015.3 14044140

八十塚古墳群(第145地点) 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2015.3 14044154

八十塚古墳群(第154地点) ; 寺田遺跡(第227地点) ; 山芦屋遺跡(第S18地点) 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2016.3 14044142

芦屋廃寺遺跡(W地点) ; 芦屋廃寺遺跡(第29地点) ; 月若遺跡(第20地点) ; 月若遺
跡(第28地点) ; 打出岸造り遺跡(第9地点) ; 久保遺跡(第15地点)

芦屋市教育委員会社会教育部文化財課 芦屋市教育委員会 1997.3 14044153

兵庫県芦屋市月若遺跡発掘調査報告書 第98・100地点 神戸市教育委員会 芦屋市 : 芦屋市教育委員会 2004.3- 14044144

芦屋廃寺遺跡(第115地点)発掘調査概要報告書 : 兵庫県芦屋市 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2010.7 14044145

寺田遺跡(第209地点) ; 若宮遺跡(第50・51・52、57地点) 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2012.3 14044146

奥山刻印群第112地点調査報告書 : 市立芦屋病院内毛利家石切丁場の牓示刻印
石

芦屋市教育委員会社会教育部文化財課 芦屋市教育委員会 2012.3 14044147

月若遺跡第96次出土小銅鐸調査・分析報告書 : 兵庫県芦屋市 芦屋市教育委員会 芦屋市 : 芦屋市教育委員会 2012.3 14044152

寺田遺跡第213地点発掘調査報告書 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2013.3 14044141

芦屋廃寺遺跡(第122地点)発掘調査概要報告書 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2014.3 14044148

八十塚古墳群第145地点発掘調査報告書 : 八十塚古墳群岩ヶ平支群第60・61号墳
の調査

芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2014.3 14044143

川西市発掘調査報告 平成25年度 川西市教育委員会 川西市教育委員会 2007.3- 14044054

埋蔵文化財調査年報 平成26年度 太子町教育委員会 太子町教育委員会 2006.3- 14044102

昭和天皇実録 第5 宮内庁 東京書籍 2015.3- 14044072

昭和天皇実録 第6 宮内庁 東京書籍 2015.3- 14044073

昭和天皇実録 第7 宮内庁 東京書籍 2015.3- 14044074
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青陵. 1号～50号〔復刻版〕 奈良県立橿原考古学研究所 橿原考古学協会 1996.3 14044149

青陵. 51号～100号〔復刻版〕 奈良県立橿原考古学研究所 橿原考古学協会 1998.9 14044150

古代忍海 (おしみ) の渡来人を探る : 葛城市寺口忍海古墳群 : 春季企画展 葛城市歴史博物館 葛城市歴史博物館 2015.5 14044127

斑鳩町内遺跡発掘調査概報 平成10年度 斑鳩町教育委員会 斑鳩町教育委員会 2002- 14044117

有田川町埋蔵文化財調査年報 有田川町教育委員会 有田川町教育委員会 2006.3- 14044139

下坂本清合遺跡 : 鳥取県鳥取市気高町 1 鳥取県教育文化財団調査室 鳥取県教育委員会 2016.3 14044159

旭山遺跡・中尾H遺跡(3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

2016.3 14044132

城ヶ谷遺跡(1区) ; 神谷遺跡 ; 涼見E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 2016.3 14044133

柳堀遺跡・茶臼遺跡・川原宮II遺跡 島根県埋蔵文化財調査センター 島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016.3 14044134

黒田下屋敷遺跡 : 黒田住宅団地造成事業に伴う発掘調査報告書 松江市教育委員会 松江市教育委員会 : 松江市スポーツ振興財団 2015.11 14044070

松江城下町遺跡 : 第3ブロック(母衣町43-2外) 松江市教育委員会
島根県松江市教育委員会 : 松江市スポーツ振興
財団

2015.12 14044071

臼畑遺跡 ; 廻り遺跡 松江市教育委員会
島根県松江市教育委員会 : 松江市スポーツ振興
財団

2016.1 14044057

大河内遺跡 ; 及遺跡 ; 小池谷遺跡 ; 小池谷8号墳 ; 小池谷B遺跡 ; 上相遺跡 ; 小
中遺跡 ; 小中古墳群 ; 鍛冶屋逧遺跡 ; 鍛冶屋逧古墳群

岡山県古代吉備文化財センター 岡山県教育委員会 2016.3 14044162

史跡両宮山古墳保存管理計画 赤磐市教育委員会 岡山県赤磐市教育委員会 2016.2 14044108

畑古墳 赤磐市教育委員会 岡山県赤磐市教育委員会 2016.3 14044109

88・89・91号鉄穴流し遺構 ; 大蔵池南弥生遺跡 ; 大蔵池南製鉄遺跡 久米開発事業に伴う文化財調査委員会 久米開発事業に伴う文化財調査委員会 1982.3 14044177

下右田遺跡 : 第29次発掘調査報告書 周防国府跡調査会 周防国府跡調査会 : 防府市教育委員会 2014.3 14044052

防府市内遺跡発掘調査報告書 平成25年度 防府市教育委員会 防府市教育委員会 2010.3- 14044089

周防国府跡発掘調査報告 : 鎌瀬地区・寿昌院地区・東弐高洲名地区の調査 4 防府市教育委員会 防府市教育委員会 2012.3- 14044088

深瀬遺跡 : 那珂川河川改修事業(深瀬堤防)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第1分冊 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県教育委員会 2016.3 14044090

深瀬遺跡 : 那珂川河川改修事業(深瀬堤防)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第2分冊 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県教育委員会 2016.3 14044091

仲戸遺跡・仲戸東遺跡 香川県埋蔵文化財センター 香川県教育委員会 : 国土交通省四国地方整備局 2016.3 14044138

埋蔵文化財試掘調査報告 28 香川県教育委員会 香川県教育委員会 1988.3- 14044097

平賀下遺跡 : 香西分団消防屯所整備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 高松市教育委員会 2015.12 14044078

高松城跡(丸の内地区) 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2016.2 14044079

高松城跡(丸の内地区) : 丸の内共同住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書

[2016] 高松市教育委員会 高松市教育委員会 : 穴吹興産 2015.7- 14044131

久米高畑遺跡 58次・60次・61次調査
松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財セン
ター

松山市教育委員会 2009.1- 14044160

東野土居遺跡 3 [本編] 高知県文化財団埋蔵文化財センター 高知県文化財団埋蔵文化財センター 2014.3- 14044075
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西浦遺跡 高知県文化財団埋蔵文化財センター 高知県文化財団埋蔵文化財センター 2016.3 14044076

奥名遺跡 高知県文化財団埋蔵文化財センター 高知県文化財団埋蔵文化財センター 2016.3 14044077

三雲南小路・上覚・屋敷・ヤリミゾ・井原ヤリミゾ地区の調査 糸島市教育委員会 糸島市教育委員会 2014.3 14044137

鞠智城と古代社会 : 平成二十四年度鞠智城跡「特別研究」論文集 第4号 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 2013.3- 14044135

森の木遺跡発掘調査報告書 大分県教育庁埋蔵文化財センター 大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016.3 14044158

石清水門前寺院・南山城地域の古文書 : 京都府歴史資料の調査 竹中 友里代 京都府立大学文学部歴史学科 2016.3 14044173

舞鶴地域の文化遺産と活用 東 昇 京都府立大学文学部歴史学科 2016.3 14044174

[共同研究]歴史・考古資料研究における高精度年代論 坂本 稔 国立歴史民俗博物館 2015.12 14044063

[共同研究]歴史表象の形成と消費文化 岩淵 令治 国立歴史民俗博物館 2016.2 14044087

[共同研究]高松宮家伝来書籍等を中心とする漢籍読書の歴史とその本文に関する
研究

静永 健 国立歴史民俗博物館 2015.12 14044064

[共同研究]人の移動とその動態に関する民俗学的研究 松田 睦彦 国立歴史民俗博物館 2015.12 14044092

奈良の中世を考える 1 奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査室 奈良女子大学施設企画課 2008.3 14044105

奈良女子大学構内遺跡出土遺物にみる肥前陶磁の世界 : 岸岳系から銅版摺まで 奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査会 奈良女子大学 2004..3 14044104

奈良女子大学構内遺跡発掘調査概報 3 奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査会 奈良女子大学 1983.3- 14044084

奈良女子大学構内遺跡発掘調査概報 4 奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査会 奈良女子大学 1983.3- 14044085

奈良女子大学構内遺跡発掘調査概報 8 奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査会 奈良女子大学 1983.3- 14044086
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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

アイヌの魚皮布の衣装 国立民族学博物館 国立民族学博物館 2016.3 10232206

セネガルの生活と文化 国立民族学博物館 国立民族学博物館 2016.3 10232208

南シベリアに住むトゥバの人々 国立民族学博物館 国立民族学博物館 2016.3 10232207

米国南西部先住民の宝飾品 国立民族学博物館 国立民族学博物館 2016.3 10232205

名場面選集 : 国立文楽劇場の30年 日本放送協会 NHKエンタープライズ (発行・販売) 2014.4 10232617
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■いたみ稲野キャンパス

京子ちゃんのきもの入門 : 手入れとあと始末 ; 市田ひろみ 市田ひろみ 京都市染織試験場 20104220
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