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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

書評キャンパスat読書人 2017 大学生と「週刊読書人」編集部 読書人 2018.11 9784924671355 10246658

絵本はアート、絵本はメディア 国際子ども図書館 国立国会図書館 2018.9 9784875828198 10246653

喜びの木陰 Kye Ni 1922-1974 大同生命国際文化基金 2018.9 10246661

ヒジャーズの贈物 Iqbal Muhammad Sir 1877-1938 大同生命国際文化基金 2018.11 10246662

日本の中世文書 : 機能と形と国際比較 : 企画展示 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館 2018.10 10246651

亜墨理駕船渡来日記 大野 正義 大野正義 2017.8 10246654

中国朝鮮族のトランスナショナルな移動と生活 宮島 美花 国際書院 2017.9 9784877912840 10246660

文化が織りなす世界の装い 山田 孝子 英明企画編集 2019.1 9784909151049 10246659

ニッポンおみやげ博物誌 : 企画展示 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館 2018.7 10246650

つながりかえる夏 尾形 絵里子 高松市美術館 c2018 10246656

白鶴美術館 : 館蔵品選集 白鶴美術館 白鶴美術館 2018.8 10246652

甦る江戸肉筆画 : トロンコワ・コレクションを読み解く 柏木 隆雄 水声社 2019.1 9784801003835 10246657

工芸継承 : 東北発、日本インダストリアルデザインの原点と現在 : 特別展 日高 真吾 国立民族学博物館 2018.9 9784906962693 10246655

音丸耕堂展 : 華麗なる彫漆世界 : Kodo Otomaru 音丸 耕堂 高松市美術館 2018.9 10246649

Otemae University 2017 大手前大学 [大手前大学] 2011.3- 10246648

･ 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

■いたみ稲野キャンパス

私のアフリカ、私の旅 : 繊維から教育へ、そして草の根NGOへ 深尾 幸市 竹林館 2018.3 9784860003753 20106764

大手前短期大学 : Otemae College 2017 大手前短期大学 [大手前短期大学] 2007.3- 20106762
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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

■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。)

出雲じいさまだ遺跡 5 金沢市 金沢市(金沢市埋蔵文化財センター) 2015.3- 14047916

金沢城下町遺跡(兼六元町7番地点) : 準用河川源太郎川雨水貯留施設整備工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 : 石川県金沢市

金沢市 金沢市 2018.3 14047917

金沢城下町遺跡(大手町3番地点) : 津田玄蕃邸跡 : 石川県金沢市 金沢市 金沢市 2018.3 14047918

政田仙道上遺跡 岐阜県文化財保護センター 岐阜県文化財保護センター 2019.2 14047913

史跡伊勢国分寺跡 遺物編 鈴鹿市
鈴鹿市 : [鈴鹿市] 文化スポーツ部文化財課発掘
調査グループ

2017.3- 14047901

八野遺跡(第1次) : モータープール造成に伴う発掘調査報告書
鈴鹿市文化スポーツ部文化財課発掘調査
グループ

鈴鹿市文化スポーツ部文化財課発掘調査グルー
プ

2018.3 14047900

磐城山遺跡(第7-2・8・8-2次)発掘調査報告書
鈴鹿市文化スポーツ部文化財課発掘調査
グループ

鈴鹿市文化スポーツ部文化財課発掘調査グルー
プ

2018.3 14047902

伊勢国府跡 20 鈴鹿市教育委員会 鈴鹿市教育委員会 1999.3- 14047903

マキノ町文化財調査報告書/ マキノ町教育委員会編 マキノ町教育委員会編 マキノ町教育委員会 1990. 14047911

伏見城永井久太郎遺跡の調査 星野獣二 伏見城研究会 1977.3 14047909

長岡京墨書土器集成 向日市埋蔵文化財センター 向日市埋蔵文化財センター 2019.2 14047912

人見少華 : 南画を極めた文人画家 : 没後50年開館20周年記念 南丹市立文化博物館 南丹市立文化博物館 2018.9 14047905

田村宗立 : リアリティーを追求した画家 : 没後一〇〇年 : 平成三〇年度秋季特別
展

田村 宗立 南丹市立文化博物館 2018.10 14047906

斑鳩古塔展 : 聖徳太子ゆかりの古代寺院の仏塔 : 斑鳩町制70周年記念平成29年
度春季特別展

斑鳩町
斑鳩町 : 斑鳩町教育委員会 : 斑鳩町文化財活用
センター

2017.5 14047910

百間川一の荒手及び背割堤 ; 百間川二の荒手2 岡山県古代吉備文化財センター 岡山県教育委員会 2019.2 14047896

高本古墳群 総社市教育委員会 総社市教育委員会 1986.3- 14047915

狩谷遺跡 ; 狩谷古墳群 総社市教育委員会 岡山県総社市教育委員会 2018.3 14047914

幕末佐賀藩三重津海軍所跡 5 佐賀市教育委員会 佐賀市教育委員会 2012.3- 14047907

新南部遺跡群(12次) 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 2018.3 14047899

託麻弓削遺跡群 2 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 2018.3 14047897

条里跡 : 氷川機動センター新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 2018.3 14047898

桑田(くわた)遺跡 ; 二本杉(にほんすぎ)遺跡 ; 元巣塚(げんそうづか) : 上江地区体
育館・美化センター建設・史跡整備事業に伴う発掘調査報告書

えびの市教育委員会 えびの市教育委員会 2019.2 14047908

学術研究助成報告集 第4集 国土地理協会助成担当 国土地理協会助成担当 2014.2- 14047904

備前西大寺文書 就実大学吉備地方文化研究所 就実大学吉備地方文化研究所 2017.3 9784990756413 14047895
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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

蒔絵 : 中野孝一のわざ 中野 孝一 桜映画社 c2018 10246666

経錦 : 北村武資のわざ 北村 武資 [出版者不明] 2018 10246665

木工芸 : 中䑓瑞真の刳物 中䑓 瑞真 [出版者不明] [199-?] 10246663

鍛金 : 奥山峰石のわざ 奥山 峰石 岩波映像 [199-?] 10246667

鍛金 : 大角幸枝のわざ 大角 幸枝 [出版者不明] [201-] 10246664
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■いたみ稲野キャンパス

桂福団治ココロの芸 読売新聞大阪本社 読売新聞大阪本社 2006 20106763
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