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2018年  3月新着案内　　

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

グランドコンサイス英和辞典 三省堂編修所 三省堂 2001.4 4385109001 10241251

周作人読書雑記 1 周 作人 平凡社 2018.1 9784582808865 10241135

日本の古典籍 : その面白さその尊さ 反町 茂雄 八木書店 1984.4 4840690650 10241269

幕末・明治豆本集成 加藤 康子 国書刊行会 2004.2 4336046204 10241244

稀書解説 上 稀書複製会 ゆまに書房
1979.2-
1981.3

10241271

稀書解説 下 稀書複製会 ゆまに書房
1979.2-
1981.3

10241272

近世書目集 日本古典文学会 日本古典文学会 1989.10 4890090703 10241267

訓蒙圖彙 中村 惕齋 早稲田大学出版部 1975.7 10241246

哲学者が伝えたい人生に役立つ30の言葉 和の哲学編 小川 仁志 アスコム 2017.11 9784776209713 10241134

徂徠学派 : 儒学から文学へ 日野 龍夫 筑摩書房 1975 10241280

江戸の笑い Hibbett Howard 1920- 明治書院 1989.3 4625410924 10241307

近世上方作家・書肆研究 長友 千代治 東京堂出版 1994.8 4490202377 10241282

日本近世文学の成立 : 異端の系譜 松田 修 法政大学出版局 1972.8 4588450042 10241303

川端康成と東山魁夷 : 響きあう美の世界
「川端康成と東山魁夷響きあう美の世界」製
作委員会

求龍堂 2006.9 4763006436 10241219

藤沢周平事典 志村 有弘 勉誠出版 2007.12 9784585060598 10241220

竹柏園蔵書志 佐佐木 信綱 臨川書店 1988.6 4653017492 10241259

江戸詩歌の空間 鈴木 健一 森話社 1998.7 4795290709 10241293

赤いレトロな焙煎機 : 遥かなる南米大陸をめざして 玉川 裕子 春風社 2016.4 9784861104954 10241211

俳諧攷 島居 清 俳諧攷刊行会 1976.9 10241261

貞享期芭蕉論考 井上 敏幸 臨川書店 1992.4 465302376X 10241277

芭蕉七部集 上野 洋三 岩波書店 1992.7 4000042513 10241309

芭蕉と蕉門俳人 大礒 義雄 八木書店 1997.5 484069608X 10241275

･ 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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芭蕉書簡大成 今 栄蔵 角川学芸出版 2005.10 4046519789 10241301

芭蕉観のいろいろ 大阪女子大学学芸学部国文学研究室 和泉書院 1990.11 4870884356 10241292

蕉門 : 芭蕉とその弟子たち 大東急記念文庫公開講座講演録 尾形 仂 大東急記念文庫 1981.8 10241284

元禄京都俳壇研究 雲英 末雄 勉誠社 1985.4 10241260

此ほとり一夜四歌仙評釈 中村 幸彦 角川書店 1980.8 10241297

武陵来簡集 大谷 篤蔵 西尾精一 1976.12 10241296

松の葉 秀松軒 [出版者不明] 1990.3 10241291

じやうるり : 十六段本 横山 重 大学堂書店 1982.1 10241245

近世芸能の研究 : 土佐浄瑠璃の世界 鳥居 フミ子 武蔵野書院 1989.4 4838601018 10241265

在外日本絵巻の研究と資料 [正] 辻 英子 笠間書院
1999.2-
2006.10

4305103281 10241286

源氏物語大辞典 = Genji monogatari daijiten 秋山 虔 角川学芸出版 2011.2 9784046532206 10241258

加賀の文学創造 : 戦国軍記・実録考 青山 克弥 勉誠出版 2006.7 4585031499 10241278

室町軍記総覧 古典遺産の会 明治書院 1985.12 4625410703 10241312

江戸のこころ : 浮世と人と文学と 谷脇 理史 新典社 1998.6 4787978012 10241313

井原西鶴 : 浮世の認識者 谷脇 理史 新典社 1987.1 4787970259 10241311

西鶴置土産 : 影印本 金井 寅之助 成文堂 1970.5 10241288

武道傳來記 : 諸国敵討 : 繪入 井原 西鶴 古亭書屋 1969.7 10241289

西鶴文芸の研究 植田 一夫 笠間書院 1979.2 10241264

浮世草子新考 長谷川 強 汲古書院 1991.12 10241283

西鶴論序説 水田 潤 桜楓社 1973.5 10241262

西鶴の研究 森山 重雄 新読書社 1981.1 10241263

西鶴三十年 森 銑三 勉誠社 1977.4 10241306

山東京傳の黄表紙 水野 稔 有光書房 1976.9 10241268

上田秋成 : 没後二〇〇年記念 上田 秋成 日本近世文学会 2010.10 10241237

黄表紙解題 [正] 森 銑三 中央公論社 1972-74 10241302

京大本馬琴書簡集 : 篠斎宛 滝沢 馬琴 [木村三四吾] 1983.12跋 4840696241 10241290

馬琴書翰集 : 日本大学総合図書館蔵 滝沢 馬琴 八木書店 1992.11 4840690847 10241294

おくのほそ道 松尾 芭蕉 講談社インターナショナル 1996.10 9784770020284 10241287
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校本おくのほそ道 西村 真砂子 福武書店 1981.2 482880093X 10241270

谷崎先生の書簡 : ある出版社社長への手紙を読む 谷崎 潤一郎 中央公論新社 2008.5 9784120039393 10241221

"国民作家"的立场 : 中日现代文学关系研究 董 炳月 生活・讀書・新知 三联书店 2006.5 7108023261 10241227

詩經國風 橋本 循 橋本循記念會 2017.12 9784831837325 10241213

中国のアルバ : 系譜の詩学 川合 康三 汲古書院 2003.4 4762950335 10241249

一粒のガラス : シーダーオルアン短編集 Sīdāorư̄ang 1943- 大同生命国際文化基金 2017.12 10241210

現代イラン詩集 鈴木 珠里 土曜美術社出版販売 2009.5 9784812017289 10241238

飲酒/禁酒の物語学 : アメリカ文学とアルコール 森岡 裕一 大阪大学出版会 2005.9 487259150X 10241225

タウリス島のイフィゲーニエ Goethe Johann Wolfgang von 1749-1832 松本工房 2017.1 9784944055876 10241231

Testimonia ; Epic fragments Ennius Quintus Harvard University Press 2018 9780674997011 10241172

Dramatic fragments ; Minor works Ennius Quintus Harvard University Press 2018 9780674997141 10241173

すごい古書店変な図書館 井上 理津子 祥伝社 2017.9 9784396115166 10241164

イスラーム思想を読みとく 松山 洋平 筑摩書房 2017.10 9784480069894 10241149

蒙古襲来と神風 : 中世の対外戦争の真実 服部 英雄 中央公論新社 2017.11 9784121024619 10241143

大嘗祭 : 天皇制と日本文化の源流 工藤 隆 中央公論新社 2017.11 9784121024626 10241144

日本問答 田中 優子 岩波書店 2017.11 9784004316848 10241152

大坂民衆の近世史 : 老いと病・生業・下層社会 塚田 孝 筑摩書房 2017.12 9784480071118 10241150

集中講義!ギリシア・ローマ 桜井 万里子 筑摩書房 2017.12 9784480071026 10241151

島津四兄弟の九州統一戦 新名 一仁 星海社 2017.11 9784065105757 10241163

沖繩からの報告 瀬長 亀次郎 岩波書店 1959.7 9784004111016 10241155

人類の未来 : AI、経済、民主主義 Chomsky Noam 1928- NHK出版 2017.4 9784140885130 10241140

知の逆転 Diamond Jared M. NHK出版 2012.12 9784140883952 10241139

きょうも傍聴席にいます 朝日新聞社社会部 幻冬舎 2017.11 9784344984721 10241157

コレクションと資本主義 : 「美術と蒐集」を知れば経済の核心がわかる 水野 和夫 KADOKAWA 2017.9 9784040821849 10241148

縮小ニッポンの衝撃 NHKスペシャル取材班 講談社 2017.7 9784062884365 10241169

ルポ不法移民 : アメリカ国境を越えた男たち 田中 研之輔 岩波書店 2017.11 9784004316862 10241154

仮想通貨とブロックチェーン 木ノ内 敏久 日本経済新聞出版社 2017.4 9784532113759 10241168

メディア不信 : 何が問われているのか 林 香里 岩波書店 2017.11 9784004316855 10241153
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料理は女の義務ですか 阿古 真理 新潮社 2017.10 9784106107368 10241147

天文の世界史 廣瀬 匠 集英社インターナショナル 2017.12 9784797680171 10241162

人類と気候の10万年史 : 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか 中川 毅 講談社 2017.2 9784065020043 10241141

認知症 : 専門医が教える最新事情 伊東 大介 講談社 2017.11 9784062915137 10241138

茶の世界史 : 緑茶の文化と紅茶の社会 角山 栄 中央公論新社 2017.11 9784121805966 10241142

少子高齢化時代の私鉄サバイバル : 「選ばれる沿線」になるには 森 彰英 交通新聞社 2017.8 9784330820170 10241167

能 : 650年続いた仕掛けとは 安田 登 新潮社 2017.9 9784106107320 10241146

ひとまず、信じない : 情報氾濫時代の生き方 押井 守 中央公論新社 2017.11 9784121506016 10241158

世にも奇妙なニッポンのお笑い Mullane Chad 1979- NHK出版 2017.12 9784140885390 10241161

忍者はすごかった : 忍術書81の謎を解く 山田 雄司 幻冬舎 2017.7 9784344984646 10241156

心理学者の茶道発見 岡本 浩一 淡交社 2017.12 9784473042255 10241165

辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? : ワードハンティングの現場から 飯間 浩明 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2013.12 9784799314333 10241159

「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 磯田 道史 NHK出版 2017.5 9784140885178 10241160

兼好法師 : 徒然草に記されなかった真実 小川 剛生 中央公論新社 2017.11 9784121024633 10241145

駐露全権公使榎本武揚 下 Kalikinskiĭ Vi︠a︡cheslav 群像社 2017.12 9784903619828 10241137

駐露全権公使榎本武揚 上 Kalikinskiĭ Vi︠a︡cheslav 群像社 2017.12 9784903619811 10241136

書店不屈宣言 : わたしたちはへこたれない 田口 久美子 筑摩書房 2017.12 9784480434845 10241185

なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか 二村 ヒトシ イースト・プレス 2014.4 9784781671086 10241239

靖国神社 : 「殉国」と「平和」をめぐる戦後史 赤沢 史朗 岩波書店 2017.7 9784006003654 10241184

原典訳原始仏典 下 中村 元 筑摩書房 2017.10 9784480098092 10241183

原典訳原始仏典 上 中村 元 筑摩書房 2017.10 9784480098085 10241182

後期資本主義における正統化の問題 Habermas Jürgen 1929- 岩波書店 2018.1 9784003860144 10241187

アイヌ歳時記 : 二風谷のくらしと心 萱野 茂 筑摩書房 2017.8 9784480098139 10241181

人間をお休みしてヤギになってみた結果 Thwaites Thomas 1980- 新潮社 2017.11 9784102200032 10241192

コクリコ坂から スタジオジブリ 文藝春秋 2018.2 9784168120169 10241196

「野球」の誕生 : 球場・球跡でたどる日本野球の歴史 小関 順二 草思社 2017.8 9784794222916 10241193

内田樹による内田樹 内田 樹 文芸春秋 2017.12 9784167909888 10241191

俳人風狂列伝 石川 桂郎 中央公論新社 2017.11 9784122064782 10241190
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パンと就活 碧野 圭 PHP研究所 2015.5 9784569763569 10241178

ラノベとブンガク 碧野 圭 PHP研究所 2016.5 9784569765549 10241179

最強のふたり 碧野 圭 PHP研究所 2013.4 9784569679648 10241176

書店ガール 碧野 圭 PHP研究所 2012.3 9784569678153 10241175

託された一冊 碧野 圭 PHP研究所 2014.5 9784569761848 10241177

遅れて来た客 碧野 圭 PHP研究所 2017.7 9784569767352 10241180

陰獣・黒蜥蜴他 江戸川 乱歩 岩波書店 2018.1 9784003118153 10241186

文選 詩篇 1 蕭 統 岩波書店 2018.1- 9784003204511 10241188

少年の日の思い出 : ヘッセ青春小説集 Hesse Hermann 1877-1962 草思社 2016.2 9784794221834 10241194

世界イディッシュ短篇選 西 成彦 岩波書店 2018.1 9784003770047 10241189

マノン・レスコー Prévost Abbé 1697-1763 光文社 2017.12 9784334753665 10241195

有罪者 : 無神学大全 Bataille Georges 1897-1962 河出書房新社 2017.12 9784309464572 10241197

3D考古学の再挑戦 : 遺跡・遺構の非破壊調査研究 : 早稲田大学総合研究機構研
究成果報告会予稿集

渡邊 玲 早稲田大学総合研究機構 2017.10 10241202

壬申の乱 星野 良作 吉川弘文館 1978.1 4642070346 10241250

南北朝恩讐の争乱 加賀 淳子 河出書房新社 2017.11 9784309227184 10241166

説話のなかの江戸武士たち 白石 良夫 岩波書店 2002.8 4000236334 10241305

日本近世の思想と文化 奈良本 辰也 岩波書店 1978.1 10241308

江戸学入門 西山 松之助 筑摩書房 1981.6 10241304

江戸の社会構造 南 和男 塙書房 1969 4827330670 10241295

北武蔵の埴輪生産と埼玉古墳群 城倉 正祥 国立文化財機構奈良文化財研究所 2011.3 10241203

東亰庶民生活史研究 小木 新造 日本放送出版協会 1979.11 10241281

江戸文化誌 西山 松之助 岩波書店 1987.10 4000048937 10241310

城下町大坂 : 絵図・地図からみた武士の姿 大阪大学総合学術博物館 大阪大学出版会 2008.2 9784872592139 10241236

歴史のなかの大坂 : 都市に生きた人たち 塚田 孝 岩波書店 2002.9 4000256513 10241299

近代的「知」の成立 相沢 輝昭 広島市立大学 2005.3 10241223

History of Rome : books 35-37 Livius Titus Harvard University Press 2018 9780674997158 10241174

ノルマン騎士の地中海興亡史 山辺 規子 白水社 1996.6 4560028001 10241229

吾仏乃記 : 滝沢馬琴家記 滝沢 馬琴 八木書店 1987.12 484069074X 10241266
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岩宿遺跡の発見者 : 人間“相澤忠洋"を語る 相澤 貞順 ノンブル社 2017.11 9784866440088 10241132

再板増補江戸惣鹿子名所大全 奥村 玉華子 渡辺書店 1973.9 10241255

企画展示「1968年」 : 無数の問いの噴出の時代 国立歴史民俗博物館 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2017.10 10241205

越境する民 : 近代大阪の朝鮮人史研究 杉原 達 新幹社 1998.9 4915924939 10241228

図録原爆の絵 : ヒロシマを伝える 広島平和記念資料館 岩波書店 2007.3 9784000227650 10241222

世界经济入门 西川 潤 江西人民出版社 2017.10 9787210095743 10241206

世界と渡り合うためのひとり外交術 Harlan Patrick 1970- 毎日新聞出版 2017.11 9784620324845 10241133

雑談の正体 : ぜんぜん“雑"じゃない、大切なコミュニケーションの話 清水 崇文 凡人社 2017.11 9784893589354 10241131

恋をする、とはどういうことか? : ジェンダーから考えることばと文学 高岡 尚子 ひつじ書房 2014.4 9784894766945 10241226

桃太郎像の変容 滑川 道夫 東京書籍 1981.3 4487740029 10241274

技術と人間の倫理 加藤 尚武 日本放送出版協会 1996.1 4140840234 10241232

Hygiene 1 Galen Harvard University Press 2018 9780674997127 10241171

Thrasybulus ; On Exercise with a small ball Galen Harvard University Press 2018 9780674997134 10241170

「隔離」という器の中で 石田 雅男 文芸社 2005.1 4835584899 10241234

JIA建築年鑑 12 : 2016 日本建築家協会 2015.5- 9784903378183 10241204

図説やさしい建築環境 今村 仁美 学芸出版社 2009.11 9784761524760 10241212

集住体を設計する 鳴海 邦碩 彰国社 1995.10 4395002633 10241248

メイド・イン・ジャパン : わが体験的国際戦略 盛田 昭夫 朝日新聞社 1987.1 4022556439 10241233

東北新スイーツ紀行 : 岩手・宮城・福島 吉田 菊次郎 朝文社 2012.2 9784886952479 10241224

諸国買物調方記 : 江戸十組問屋便覧・東京買物独案内 花咲 一男 渡辺書店 1972.11 10241254

町人社会の人間群像 宮本 又次 ぺりかん社 1982.5 10241300

パン・アメリカン航空物語 : 栄光の航空王国を支えた日本人たちの記録 帆足 孝治 イカロス出版 2010.10 9784863203822 10241230

現代観光のダイナミズム 米浪 信男 同文舘出版 2018.2 9784495378028 10241207

2D (にじげん) プリンターズ : 芸術: 世界の承認をめぐる闘争について 栃木県立美術館 栃木県立美術館 c2017 10241209

源平盛衰記絵巻 : 全十二巻 図版篇 加美 宏 青幻舎 2008.5 10241256

源平盛衰記絵巻 : 全十二巻 解説篇 加美 宏 青幻舎 2008.5 10241257

小林清親 : 最後の浮世絵師 吉田 漱 蝸牛社 1977.11 10241298

廣島晃甫回顧展 : 近代日本画のもう一つの可能性 広島 晃甫 徳島県立近代美術館 2017.10 10241201
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大和 (やまと) し美 (うるは) し : 川端康成と安田靫彦 : 良寛生誕二五〇年川端生誕
一一〇年

水原 園博 求龍堂 2008.9 9784763008190 10241218

ゴッホ展 : オランダ クレラー=ミュラー美術館所蔵 Gogh Vincent van 1853-1890 日本テレビ放送網 c1995 10241247

弘法大師墨蹟聚集 : 書の曼荼羅世界 論文篇 弘法大師墨蹟聚集刊行会 弘法大師墨蹟聚集刊行会 1999.11- 10241198

弘法大師墨蹟聚集 : 書の曼荼羅世界 解説篇 弘法大師墨蹟聚集刊行会 弘法大師墨蹟聚集刊行会 1999.11- 10241199

没後30年鈴木賢二展 : 昭和の人と時代を描く--プロレタリア美術運動から戦後版画
運動まで

鈴木 賢二 栃木県立美術館 c2018 10241208

初代徳田八十吉 : 古九谷・吉田屋の再現にかけた生涯 : 特別展歿後50年 徳田 八十吉 小松市立博物館 c2006 10241200

日仏アニメーションの文化論 石毛 弓 水声社 2017.11 9784801002906 10241215

見世物研究姉妹篇 朝倉 無声 平凡社 1992.5 4582260047 10241276

図説庶民芸能 : 江戸の見世物 古河 三樹 雄山閣出版 1982.2 4639001312 10241285

日本語教育のためのプログラム : 中国語話者向けの教授法から森鷗外のデータ
ベースまで = 日语教育计划书 : 面向中国人的日语教学法与森鸥外小说的数据库
应用

花村 嘉英 东南大学出版社 2017.6 9787564156213 10241217

煩悩の文法 : 体験を語りたがる人びとの欲望が日本語の文法システムをゆさぶる
話

定延 利之 凡人社 2016.12 9784893589156 10241130

ケイヘザリのTea time talk : ココロに届く、いい話、いい英語 Hetherly Kay アルク 2017.7 9784757430051 10241129

元禄京都洛中洛外大絵図 白石 克 勉誠社 1987.7 10241243

絵巻山中常盤 辻 惟雄 角川書店 1982.12 10241242

国芳 歌川 国芳 平凡社 1992.6 4582662102 10241241

露殿物語 : 逸翁美術館所蔵重要美術品 近世文学書誌研究会 勉誠社 1974.1 10241240

師宣祐信繪本書誌 松平 進 青裳堂書店 1988.6 10241273

増補外題鑑 為永 春水 和泉書院 1985.11 4870881713 10241314

平安遺文 古文書編 第10巻 竹内 理三 東京堂出版
1965.8-
1970.11

10241253

石刻史料新編 16 新文豊出版編輯部 新文豊出版公司 1982.12 10241252

美術講演会講演録 第45回 鹿島美術財団 [出版者不明] 1987- 10241216

近世の雅文学と文人 宗政 五十緒 同朋舎出版 1995.3 4810421759 10241279

The poetical works of John Milton Milton John 1608-1674 D. Appleton 1851 10241235

日仏アニメーションの文化論 石毛 弓 水声社 2017.11 9784801002906 10241214
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■いたみ稲野キャンパス

聖なる珠の物語 : 空海・聖地・如意宝珠 藤巻 和宏 平凡社 2017.11 9784582364507 20106003

南方熊楠と説話学 杉山 和也 平凡社 2017.11 9784582364491 20106002

和算への誘い : 数学を楽しんだ江戸時代 上野 健爾 平凡社 2017.7 9784582364477 20106000

江戸の博物学 : 島津重豪と南西諸島の本草学 高津 孝 平凡社 2017.7 9784582364460 20105999

園芸の達人本草学者・岩崎灌園 平野 恵 平凡社 2017.7 9784582364484 20106001

オリーヴのすごい力 : 健康をもたらす、生命の樹オリーヴ8000年パワー : 実も葉も
まるごと

小豆島ヘルシーランド 小豆島ヘルシーランド 2017.10 9784908875052 20106004

ミルク日記 : 毎日を元気に過ごすためのミルクの本 チーム・ミルクジャパン ポプラ社 2017.10 9784591156094 20106005
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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。)
堀米城跡・堀米遺跡 : 快適で安全な道づくり事業費(補助)一般県道堀米停車場線
堀米工区に伴う発掘調査

とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 栃木県教育委員会 : とちぎ未来づくり財団 2017.3 14046623

粟宮宮内遺跡 : 快適で安全な道づくり事業費(補助)主要地方道小山環状線間中工
区に伴う発掘調査

とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 栃木県教育委員会 : とちぎ未来づくり財団 2017.3 14046622

板戸愛宕塚古墳群 : 快適で安全な道づくり事業費(補助)一般国道408号板戸工区
に伴う発掘調査

とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 栃木県教育委員会 : とちぎ未来づくり財団 2017.3 14046619

刈沼遺跡・刈沼向原遺跡 第1分冊 とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 栃木県教育委員会 : とちぎ未来づくり財団 2017.3 14046620

刈沼遺跡・刈沼向原遺跡 第2分冊 とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 栃木県教育委員会 : とちぎ未来づくり財団 2017.3 14046621

六里遺跡・稲荷遺跡 第1分冊 岐阜県文化財保護センター 岐阜県文化財保護センター 2018.1 14046617

六里遺跡・稲荷遺跡 第2分冊 岐阜県文化財保護センター 岐阜県文化財保護センター 2018.1 14046618

蜂屋遺跡発掘調査報告書 平成28年度3次調査 栗東市教育委員会
栗東市教育委員会 : 栗東市体育協会文化財調査
課

2015.3- 14046630

下鈎東・手原遺跡 : 滋賀県栗東市 平成22年度1次調査 栗東市教育委員会 栗東市教育委員会 : 栗東市体育協会 2011.10- 14046631

近世和泉の村と支配 市史編さん室 和泉市教育委員会 2017.10 14046629

石光山 (せっこうざん) 古墳群と忍海 (おしみ) : 春季企画展 葛城市歴史博物館 葛城市歴史博物館 2017.4 14046627

松原田中遺跡 : 鳥取県鳥取市 2 鳥取県教育文化財団 鳥取県教育委員会 2013.10- 14046624

近世・近代の石見焼の研究 島根県古代文化センター 島根県教育委員会 2017.3 14046626

しまねの古代文化 : 古代文化記録集 島根県古代文化センター 島根県古代文化センター 1993.10- 14046615

古代出雲ゼミナール : 古代文化連続講座記録集 4 島根県古代文化センター 島根県 : 島根県教育委員会 2014.8- 14046616

志谷奥遺跡出土青銅器群の研究 島根県古代文化センター 島根県教育委員会 2017.3 14046625

道後湯之町遺跡2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

2018.1 14046628

国分千足町遺跡第1・2・3・7次調査 太宰府市教育委員会 太宰府市教育委員会 2017.3 14046614

奥園遺跡 2 太宰府市教育委員会 太宰府市教育委員会 2002.3- 14046613
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