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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

雑誌新聞総かたろぐ 2019年版 メディア・リサーチ・センター メディア・リサーチ・センター 1978- 9784895540490 10247924

2018年下半期世界経済報告 : 中国輸出の高度化と米中貿易摩擦 内閣府政策統括官室 日経印刷 2019.3 9784865791631 10248021

日本国勢図会 2019/20年版 矢野恒太記念会 日本評論社 1991- 9784875491507 10247971

文部科学統計要覧 平成31年版 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 財務省印刷局 2002.1- 9784990995447 10248087

基礎研究による知の蓄積と展開 : 我が国の研究力向上を目指して 文部科学省 日経印刷 2019.5 9784865791648 10248014

日本の大気汚染状況 平成29年版 環境庁大気保全局大気規制課 ぎょうせい 1973- 9784806530268 10248013

観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析から見える未来戦略 2019年版 加藤 弘治 同友館 2009.5- 9784496054112 10247928

東洋學文獻類目 2017年度
京都大学人文科学研究所附属東洋学文献
センター

人文科學研究協會 1975.9- 10248012

ファッション大辞典 吉村 誠一 繊研新聞社 2019.3 9784881243299 10247889

かんたん合格基本情報技術者過去問題集 令和元年度秋期 ノマド・ワークス インプレス 2017.12- 9784295006282 91063872

基本情報技術者 2019年版 日高 哲郎 翔泳社 2012.11- 9784798159171 91063875

「TG-WEB・Web-CAB・WEBテスティングサービス」完全対策 2021年度版 就活ネットワーク 実務教育出版 2006.11- 9784788983359 91063733

「玉手箱シリーズ」完全対策 2021年度版 就活ネットワーク 実務教育出版 2011.5- 9784788983342 91063732

出たdata問民法 2020年度 東京アカデミー編 七賢出版 2002.11 9784864554022 91063754

FP技能士3級最速合格ブック '19→'20年版 家計の総合相談センター 成美堂出版 2010.7- 9784415229171 91063756

FP技能士3級重要過去問スピード攻略 '19→'20年版 伊藤 亮太 成美堂出版 2014.6- 9784415229218 91063755

ことばで社会をつなぐ仕事 : 日本語教育者のキャリア・ガイド 義永 美央子 凡人社 2019.4 9784893589576 91063870

大学で学ぶためのアカデミック・ジャパニーズ : 中・上級者用日本語テキスト 佐々木 瑞枝 The Japan Times 2001.12 4789010783 91063742

中級から伸ばすビジネスケースで学ぶ日本語 = Powering up your Japanese 
through case studies : intermediate and advanced Japanese

高見 智子 The Japan Times 2014.6 9784789015677 91063740

読解教材を作る 関 正昭 スリーエーネットワーク 2012.5 9784883195961 91063752

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ動画で学ぶ大学の講義
東京外国語大学留学生日本語教育セン
ター

スリーエーネットワーク 2019.3 9784883197897 91063871

留学生のための論理的な文章の書き方 二通 信子 スリーエーネットワーク 2003.1 9784883192571 91063748

･ 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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中検準4級試験問題 : 解答と解説
2018年版 第92・93・94
回

日本中国語検定協会 白帝社 2014.7- 9784863983113 91063757

アメリカ詩から学ぶアメリカ文化 藤野 功一 英宝社 2019.1 9784269070158 91063747

ディズニーアニメと多様化する社会 國友 万裕 英宝社 2019.1 9784269110083 91063741

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 公民編 文部科学省 東京書籍 2019.3 9784487286331 91063867

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編 文部科学省 東洋館出版社 2019.1 9784491036397 91063736

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 地理歴史編 文部科学省 東洋館出版社 2019.1 9784491036410 91063866

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編 文部科学省 東洋館出版社 2018.2 9784491034614 91063735

関西で長く愛されている優良企業180選 : 継承と革新のひけつ 日刊工業新聞特別取材班 日刊工業新聞社 2019.4 9784526079696 91063877

業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう? 2021 マイナビ編集部 マイナビ [2012.6]- 9784839969639 91063731

証券・保険業界で働く 生島 典子 ぺりかん社 2019.6 9784831515353 91063878

こんなにおもしろい宅地建物取引士の仕事 山瀬 和彦 中央経済社 2019.4 9784502302619 91063751

インターネットで文献探索 2019年版 伊藤 民雄 日本図書館協会 2007.5- 9784820419013 10248011

プレゼンテーション概論 大島 武 樹村房 2014.3 9784883672349 10247931

社内プレゼンの資料作成術 前田 鎌利 ダイヤモンド社 2015.7 9784478061527 10247977

よくわかる自信がつくプレゼンテーション : 引きつけて離さないテクニック 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2018.1 9784865103427 10247938

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 人物編 Kidder David S. 文響社 2018.5- 9784866511252 10248048

人文学宣言 山室 信一 ナカニシヤ出版 2019.3 9784779513510 10247883

インターネットはいかに知の秩序を変えるか? : デジタルの無秩序がもつ力 Weinberger David 1950- エナジクス 2008.3 9784990334536 10247989

「人工知能」前夜 : コンピュータと脳は似ているか 杉本 舞 青土社 2018.11 9784791771073 10247870

速習AIの世界 I/O編集部 工学社 2019.3 9784777520756 10247970

動かして学ぶ!Vue.js開発入門 森 巧尚 翔泳社 2019.1 9784798158921 10248056

図書館巡礼 : 「限りなき知の館」への招待 Kells Stuart 早川書房 2019.3 9784152098498 10247863

世界の図書館から : アジア研究のための図書館・公文書館ガイド = From the 
libraries of the world : a guide to libraries and archives for Asian studies

U-PARL 勉誠出版 2019.3 9784585200697 10248042

電子出版活用型図書館プロジェクト : 立命館大学文学部湯浅ゼミの総括 湯浅 俊彦 出版メディアパル 2019.3 9784902251692 10247969

実践型レファレンス・サービス入門 斎藤 文男 日本図書館協会 2019.5 9784820419006 10248010

図書館情報学基礎資料 今 まど子 樹村房 2019.3 9784883673179 10248065

公共図書館建築計画マニュアル 日本図書館協会施設委員会 日本図書館協会 1984.6 4820484087 10247933

図書館を変える! : ウェブスケールディスカバリー入門 飯野 勝則 ネットアドバンス 2016.1 9784785201562 10247978
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分類法キイノート 宮沢 厚雄 樹村房 2019.3 9784883673186 10248025

人間と機械のあいだ : 心はどこにあるのか 池上 高志 講談社 2016.12 9784062203852 10247879

ギリシア哲学30講人類の原初の思索から : 「存在の故郷」を求めて 上 日下部 吉信 明石書店
2018.11-
2019.3

9784750347424 10247874

ギリシア哲学30講人類の原初の思索から : 「存在の故郷」を求めて 下 日下部 吉信 明石書店
2018.11-
2019.3

9784750348155 10247875

ラテン中世の興隆 2 上智大学中世思想研究所 平凡社
2019.3-
2019.5

9784582768817 10247909

カントの生涯と学説 : 新装版 Cassirer Ernst 1874-1945 みすず書房 2019.3 9784622088073 10248066

選択と誘導の認知科学 山田 歩 新曜社 2019.4 9784788516182 10247873

心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 朝日新聞出版 朝日新聞出版 [2019.4] 9784023332683 10247966

心の消化と排出 : 文字通りの体験が比喩になる過程 北山 修 作品社 2018.6 9784861826986 10247869

アンコール Lacan Jacques 1901-1981 講談社 2019.4 9784065153406 10248077

Pilgrimages in the secular age : from El Camino to anime 岡本 亮輔 Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2019 9784866580647 10247949

日本人にとって聖地とは何か 内田 樹 東京書籍 2019.4 9784487809684 10248001

若い読者のための宗教史 Holloway Richard すばる舎 2019.4 9784799108048 10248037

生田神社 加藤 隆久 学生社 2019.3 9784311801181 10247991

仏教の聖者 : 史実と願望の記録 船山 徹 臨川書店 2019.5 9784653043782 10248068

神学と神話 : ドイツ文化誌の視座から 河崎 靖 現代書館 2019.3 9784768458587 10248069

地球は破壊されはしない Turoldo David Maria 1916-1992 河出書房新社 2019.6 9784309619996 10248071

和歌童蒙抄注解 黒田 彰子 青簡舎 2019.2 9784909181145 10247944

河野裕子 永田 淳 笠間書院 2019.5 9784305709158 10248075

宇治十帖の新世界 横井 孝 武蔵野書院 2018.3 9784838604777 10247993

狭衣物語の新世界 後藤 康文 武蔵野書院 2019.2 9784838604838 10247992

バイリンガル・エキサイトメント Levy Ian Hideo 1950- 岩波書店 2019.3 9784000613255 10247996

台南文学の地層を掘る : 日本統治期台湾・台南の台湾人作家群像 大東 和重 関西学院大学出版会 2019.3 9784862832733 10248003

魯迅選集 第1巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000016 10247896

魯迅選集 第10巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000105 10247905

魯迅選集 第11巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000113 10247906

魯迅選集 第12巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000121 10247907

魯迅選集 第13巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

400100013X 10247908
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魯迅選集 第2巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000024 10247897

魯迅選集 第3巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000032 10247898

魯迅選集 第4巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000040 10247899

魯迅選集 第5巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000059 10247900

魯迅選集 第6巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000067 10247901

魯迅選集 第7巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000075 10247902

魯迅選集 第8巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000083 10247903

魯迅選集 第9巻 魯迅 岩波書店
1964.2-
1964.8

4001000091 10247904

李白 上 和田 英信 明治書院 2019.5 9784625673269 10247985

杜甫 上 川合 康三 明治書院 2019.5 9784625673276 10247984

いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか : 変容する
中世騎士道物語

: アーサー版 岡本 広毅 みずき書林 2019.3 9784909710055 10247960

いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか : 変容する
中世騎士道物語

: ガウェイン版 岡本 広毅 みずき書林 2019.3 9784909710079 10247959

いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか : 変容する
中世騎士道物語

: ランスロット版 岡本 広毅 みずき書林 2019.3 9784909710062 10247958

リベルタン文学とフランス革命 : リベルタン文学はフランス革命に影響を与えたか? 関谷 一彦 関西学院大学出版会 2019.3 9784862832795 10248034

変身物語 1 Ovid 43 B.C.-17 or 18 A.D. 京都大学学術出版会 2019.5 9784814002221 10247997

調べる技術書く技術 : 誰でも本物の教養が身につく知的アウトプットの極意 佐藤 優 SBクリエイティブ 2019.4 9784797398649 10248092

神社から読み解く信仰の日本史 島田 裕巳 SBクリエイティブ 2019.4 9784815601348 10248093

古代日中関係史 : 倭の五王から遣唐使以降まで 河上 麻由子 中央公論新社 2019.3 9784121025333 10248096

平将門と天慶の乱 乃至 政彦 講談社 2019.4 9784065155059 10248090

天皇の装束 : 即位式、日常生活、退位後 近藤 好和 中央公論新社 2019.3 9784121025364 10247894

大阪 : 都市の記憶を掘り起こす 加藤 政洋 筑摩書房 2019.4 9784480072177 10248088

ヨーロッパ現代史 松尾 秀哉 筑摩書房 2019.4 9784480072221 10248089

天皇は宗教とどう向き合ってきたか 原 武史 潮出版社 2019.4 9784267021824 10248091

現代に生きるファシズム 佐藤 優 小学館 2019.4 9784098253456 10247893

「承認欲求」の呪縛 太田 肇 新潮社 2019.2 9784106108006 10247892

フォッサマグナ : 日本列島を分断する巨大地溝の正体 藤岡 換太郎 講談社 2018.8 9784065128718 10247895

イネという不思議な植物 稲垣 栄洋 筑摩書房 2019.4 9784480683502 10248095

5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書 小川 仁志 筑摩書房 2019.4 9784480683472 10248094
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偶像の黄昏 Nietzsche Friedrich Wilhelm 1844-1900 河出書房新社 2019.4 9784309464947 10248109

技術とは何だろうか : 三つの講演 Heidegger Martin 1889-1976 講談社 2019.3 9784065150108 10247916

完訳ブッダチャリタ Aśvaghoṣa 講談社 2019.4 9784065153420 10248101

五・一五事件 : 橘孝三郎と愛郷塾の軌跡 保阪 正康 筑摩書房 2019.4 9784480435873 10248108

大嘗祭 真弓 常忠 筑摩書房 2019.4 9784480099198 10248107

名字の歴史学 奥富 敬之 講談社 2019.4 9784065152874 10248102

辰野隆日仏の円形広場 出口 裕弘 中央公論新社 2019.3 9784122067134 10247914

星の文人野尻抱影伝 石田 五郎 中央公論新社 2019.2 9784122066892 10247915

亡命者トロツキー : 1932-1939 Van Heijenoort Jean 草思社 2019.4 9784794223906 10247917

耳鼻削ぎの日本史 清水 克行 文藝春秋 2019.4 9784168130809 10248104

未来をつくるキャリアの授業 : 最短距離で希望の人生を手に入れる! 渡辺 秀和 日本経済新聞出版社 2017.10 9784532198381 10248099

漫画超進化論 石ノ森 章太郎 河出書房新社 2019.4 9784309416793 10248110

板極道 棟方 志功 中央公論新社 2019.2 9784122067035 10247913

論証のルールブック Weston Anthony 1954- 筑摩書房 2019.4 9784480099242 10248106

売れる作家の全技術 : 小説講座 : デビューだけで満足してはいけない 大沢 在昌 KADOKAWA 2019.2 9784041077559 10247911

吾輩はライ麦畑の青い鳥 : 名作うしろ読み 斎藤 美奈子 中央公論新社 2019.2 9784122066953 10247910

日本文学の大地 中沢 新一 KADOKAWA 2019.2 9784044004392 10247912

ドルジェル伯の舞踏会 Radiguet Raymond 1903-1923 光文社 2019.4 9784334753993 10248103

孤島 Grenier Jean 1898-1971 筑摩書房 2019.4 9784480099211 10248105

大尉の娘 Pushkin A. S. 光文社 2019.4 9784334753986 10248100

発掘された日本列島 : 新発見考古速報 2019 文化庁 朝日新聞社 1995- 9784764107113 10247934

くずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井 宏子 東京堂出版 2019.4 9784490210064 10248049

境界の日本史 : 地域性の違いはどう生まれたか 森先 一貴 朝日新聞出版 2019.4 9784022630834 10248080

地域集団の繁栄 安斎 正人 敬文舎 2019.5 9784906822515 10247943

隼人の古代史 中村 明蔵 吉川弘文館 2019.4 9784642071031 10247877

江戸三百藩の崩壊 : 版籍奉還と廃藩置県 勝田 政治 戎光祥出版 2019.5 9784864033206 10247968

Historical dictionary of postwar Japan : cloth Hoover William Davis 1941- Rowman & Littlefield c2019 9781538111550 10248028

環状列石ってなんだ : 御所野遺跡と北海道・北東北の縄文遺跡群 御所野縄文博物館 新泉社 2019.3 9784787718198 10247860
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再見なにわ文化 肥田 晧三 和泉書院 2019.2 9784757608979 10247871

甲骨文研究 伊藤 道治 朋友書店 2019.3 9784892811753 10248018

台北歴史地図散歩 中央研究院デジタル文化センター ホビージャパン 2019.3 9784798619057 10247930

駐英大使の見たヘンリ8世時代 : 神聖ローマ皇帝大使シャピュイの書簡を中心に 高梨 久美子 刀水書房 2019.2 9784887084483 10247945

中欧の不死鳥 : ポーランド不屈の千年史 岡上 理穂 出窓社 2019.4 9784931178922 10248054

フランス史 Bertier de Sauvigny Guillaume de 1912- 講談社 2019.4 9784065150290 10248076

各家各氏一族分出略系図 野田 幸敬 南方新社 2019.6 9784861243899 10248016

各家各氏詳細系図 野田 幸敬 南方新社 2019.6 9784861243905 10248017

戦国大名伊達氏 遠藤 ゆり子 戎光祥出版 2019.4 9784864033152 10248052

今川氏親 黒田 基樹 戎光祥出版 2019.4 9784864033183 10248053

読書と教育 : 戦中派ライブラリアン・棚町知彌の軌跡 池田 知隆 現代書館 2019.4 9784768458556 10247862

アネサㇻシネウㇷ゚ソㇿ : アイヌとして生きた遠山サキの生涯 遠山 サキ 地湧社 2019.3 9784885032493 10247998

藤原彰子 服藤 早苗 吉川弘文館 2019.6 9784642052870 10247880

前田利家・利長 : 創られた「加賀百万石」伝説 大西 泰正 平凡社 2019.4 9784582477450 10248078

六角定頼 : 武門の棟梁、天下を平定す 村井 祐樹 ミネルヴァ書房 2019.5 9784623086399 10247995

アイランドスケープ・ヒストリーズ : 島景観が架橋する歴史生態学と歴史人類学 山口 徹 風響社 2019.2 9784894892583 10248031

Teikoku's discovery atlas of Japan 帝国書院編集部 Teikoku-Shoin 2019 9784807164561 10247922

100年前の東京と自然 : プラントハンターウィルソンの写真 古居 智子 八坂書房 2019.4 9784896942590 10248085

大連・旅順歴史ガイドマップ 木之内 誠 大修館書店 2019.4 9784469232813 10247954

社会科学と因果分析 : ウェーバーの方法論から知の現在へ 佐藤 俊樹 岩波書店 2019.1 9784000613156 10247867

難民と市民の間で : ハンナ・アレント『人間の条件』を読み直す 小玉 重夫 現代書館 2013.10 9784768410028 10247866

植民地インドの近代とロークマーニャ・ティラク 内藤 雅雄 東銀座出版社 2019.2 9784894692060 10247865

天皇制ってなんだろう? : あなたと考えたい民主主義からみた天皇制 宇都宮 健児 平凡社 2018.12 9784582837933 10248008

多文化共生と人権 : 諸外国の「移民」と日本の「外国人」 近藤 敦 明石書店 2019.3 9784750348056 10247856

アイヌ近現代史読本 小笠原 信之 緑風出版 2019.4 9784846119089 10248044

外国人と共生する地域づくり : 大阪・豊中の実践から見えてきたもの とよなか国際交流協会 明石書店 2019.3 9784750348278 10247858

The remarkable history of Japan-US relations 高坂 正尭 Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2019 9784916055774 10247950

国際コミュニケーションとメディア : 東アジアの諸相 山本 賢二 学文社 2019.3 9784762029073 10248032
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Security politics in Japan : legislation for a new security environment 細谷 雄一 Japan Pub. Industry Foundation for Culture 2019 9784866580531 10247955

ゼロからはじめる法学入門 木俣 由美 法律文化社 2019.3 9784589039934 10248062

日本国憲法を学ぶ 橋本 基弘 中央経済社 2019.3 9784502297311 10247962

住まいと仕事の地理学 中澤 高志 旬報社 2019.3 9784845115853 10247980

重商主義と「ヨーロッパ世界経済」の凝集 : 1600-1750 Wallerstein Immanuel Maurice 1930- 名古屋大学出版会 2013.10 9784815807443 10247939

「資本主義的世界経済」の再拡大 : 1730s-1840s Wallerstein Immanuel Maurice 1930- 名古屋大学出版会 2013.10 9784815807450 10247940

グローバル化とローカル化のせめぎ合い : 人間, コミュニティ・伝統文化とポリティカ
ルエコノミー

河村 一 文眞堂 2019.2 9784830950223 10247964

移動する人々 : 多様性から考える 石井 正子 晃洋書房 2019.3 9784771031500 10248074

入社1年目ビジネスマナーの教科書 : イラストでまるわかり! 金森 たかこ プレジデント社 2017.4 9784833422291 10247974

上手なプレゼンが面白いほどできる本 : 自分の考えを"見える化"し、相手を納得さ
せるコツ35

長尾 裕子 中経出版 2009.7 9784806134039 10248006

財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 桜井 久勝 有斐閣 2019.3 9784641221345 10248007

ソーシャル・キャピタルと市民社会・政治 : 幸福・信頼を高めるガバナンスの構築は
可能か

辻中 豊 ミネルヴァ書房 2019.6 9784623077731 10247986

日中韓の相互イメージとポピュラー文化 : 国家ブランディング政策の展開 石井 健一 明石書店 2019.4 9784750348131 10248070

歪む社会 : 歴史修正主義の台頭と虚妄の愛国に抗う 安田 浩一 論創社 2019.2 9784846017910 10248009

女性労働の日本史 : 古代から現代まで 総合女性史学会 勉誠出版 2019.3 9784585222354 10247963

Work and the nature of man Herzberg Frederick World Pub. Co 1966 10248030

逸脱の文化史 : 近代の「女らしさ」と「男らしさ」 小倉 孝誠 慶應義塾大学出版会 2019.4 9784766425925 10247864

Juvenile crimes and social problems in Japan : a social constructionist approach 鮎川 潤 Koyo Shobo 2019 9784771031708 10247956

よくわかる社会福祉施設 : 教員免許志願者のためのガイドブック 全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会 2018.5 9784793512773 91063745

まともがゆれる : 常識をやめる「スウィング」の実験 木ノ戸 昌幸 朝日出版社 2019.1 9784255010977 10247885

教育の方法と技術 篠原 正典 ミネルヴァ書房 2018.3 9784623081936 10247976

教育実習安心ハンドブック 小山 茂喜 学事出版 2018.4 9784761924768 91063753

自己成長を目指す教職実践演習テキスト 原田 恵理子 北樹出版 2014.4 9784779304064 91063873

早稲田大学教育実習マニュアル 石堂 常世 東信堂 2011.4 9784798900346 91063739

アクティブ・ラーニング実践集世界史 及川 俊浩 山川出版社 2019.3 9784634641631 91063749

アクティブ・ラーニング実践集日本史 及川 俊浩 山川出版社 2019.3 9784634591172 91063750

社会科教育の創造 : 基礎・理論・実践 宮崎 猛 教育出版 2019.3 9784316804682 91063746

小学校「特別の教科道徳」の通知表文例318 : NG文例ガイド付 『道徳教育』編集部 明治図書出版 2019.6 9784182961175 91063874
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中学校「特別の教科道徳」の授業プランと評価の文例 : 道徳ノートと通知表所見は
こう書く

渡邊 満 時事通信出版局 2019.3 9784788716063 91063744

道徳科授業スタンダード : 「資質・能力」を育む授業と評価「実践の手引き」 田沼 茂紀 東洋館出版社 2019.3 91063743

新学習指導要領が実践できる!中学校英語授業パーフェクトガイド 向後 秀明 学陽書房 2019.4 9784313653740 91063876

授業力アップのための英語教育学の基礎知識 久保田 章 開拓社 2019.6 9784758913539 10248047

実践キャリアデザイン論30講 北浦 正行 日本生産性本部生産性労働情報センター 2013.4 9784883724512 10247972

点字表記辞典 『点字表記辞典第7版』編集委員会 視覚障害者支援総合センター 2019.3 9784861151989 10247981

詳説日本の宝飾文化史 : ビジュアル版 露木 宏 東京美術 2019.4 9784808711146 10247927

富士山と御師料理 : 御師の家に息づく信仰と生活、食文化の歴史 向後 千里 女子栄養大学出版部 2019.3 9784789546171 10248019

ブルキナファソを喰う! : アフリカ人類学者の西アフリカ「食」のガイド・ブック 清水 貴夫 あいり出版 2019.2 9784865550665 10247876

「市」に立つ : 定期市の民俗誌 山本 志乃 創元社 2019.4 9784422230399 10248002

CIMARRON : ブラック・アイデンティティ - 南北アメリカの仮装祭 (カーニバル) Fréger Charles 青幻舎インターナショナル 2019.3 9784861527036 10248027

エイサー物語 : 移動する人、伝播する芸能 塚田 健一 世界思想社 2019.3 9784790717294 10247868

「生ける屍」の表象文化史 : 死霊・骸骨・ゾンビ 伊藤 慎吾 青土社 2019.4 9784791771424 10248072

まんが日本昔ばなし今むかし 川内 彩友美 展望社 2014.10 9784885462894 10247882

Friendship across the seas : the US Navy and the Japan Maritime Self‐defense 
Force

阿川 尚之 Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2019 9784866580555 10247948

情報科学のための離散数学 柴田 正憲 コロナ社 1995.5 9784339023299 10248061

英国キュー王立植物園 : 庭園と植物画の旅 平凡社 2019.4 9784582635157 10248038

人体実験の哲学 : 「卑しい体」がつくる医学、技術、権力の歴史 Chamayou Grégoire 明石書店 2018.9 9784750347288 10247872

脳と心のしくみ : 最新科学が解き明かす! : ビジュアル版 池谷 裕二 新星出版社 2015.11 9784405108042 10247979

建築史への挑戦 : 住居から都市、そしてテリトーリオへ 陣内 秀信 鹿島出版会 2019.4 9784306073517 10247857

実践風景計画学 : 読み取り・目標像・実施管理 古谷 勝則 朝倉書店 2019.3 9784254440294 10247929

世界の都市 : 5大陸30都市の年輪型都市形成史 平本 一雄 彰国社 2019.4 9784395321315 10248020

皇居明治宮殿の室内装飾 野中 和夫 同成社 2019.4 9784886218216 10247919

The art of Japanese architecture : history|culture|design : hbk Young David E. Tuttle Pub. c2019 9784805315040 10248015

フランス・クリュニー地方のロマネスク教会堂建築群 : 建築記述と実測図面 = A 
l'ombre de Cluny, les églises romanes en Bourgogne du Sud : description et plan

西田 雅嗣 中央公論美術出版 2019.2 9784805508701 10248029

集まって住もう 居住空間デザイン講師室 彰国社 2010.11 9784395008919 10247932

室内の臭気に関する対策・維持管理規準・同解説 日本建築学会 日本建築学会 2019.2 9784818936348 10247921

図説やさしい建築設備 伏見 建 学芸出版社 2017.12 9784761526658 10248023
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はじめての原発ガイドブック : 賛成・反対を考えるための9つの論点 楠美 順理 創成社 2019.3 9784794470768 10247926

家具調テレビの誕生 : テレビ受像機のデザイン変遷史 増成 和敏 三樹書房 [2019.4] 9784895227070 10247946

たたら製鉄の歴史 角田 徳幸 吉川弘文館 2019.6 9784642058841 10247881

バルセロナのパン屋にできたリーン現場改革 Tena Juan Antonio 日刊工業新聞社 2019.3 9784526079627 10247859

アタシの昭和お洋服メモリー 山下 真知子 ドニエプル出版 2019.5 9784882698746 10247891

ピュドロさん、美食批評家はいったい何の役に立つんですか? Pudlowski Gilles 1950- 新泉社 2019.4 9784787719133 10247990

検証有機農業 : グローバル基準で読みとく理念と課題 西尾 道徳 農山漁村文化協会 2019.3 9784540181146 10247947

大麻 倉井 耕一 農山漁村文化協会 2019.5 9784540171147 10247935

コーヒーの歴史 Morris Jonathan 1961- 原書房 2019.5 9784562056521 10247994

老舗百貨店の接客法 : 松坂屋の史料が語る店員の "心得" 末田 智樹 風媒社 2019.3 9784833131797 10247952

マッチ・ラベル1950s-70sグラフィックス : 高度経済成長期の広告マッチラベルデザイ
ン集

小野 隆弘 グラフィック社 2019.4 9784766132595 10248067

広告の基本 : この1冊ですべてわかる 波田 浩之 日本実業出版社 2018.4 9784534055804 10248064

小さな会社ネット集客の鉄則 高田 晃 クロスメディア・パブリッシング 2016.3 9784844374657 10248005

クルマ社会の地域公共交通 : 多様なアクターの参画によるモビリティ確保の方策 野村 実 晃洋書房 2019.3 9784771031982 10248033

近鉄・南海 今尾 恵介 白水社 2019.3 9784560096871 10247884

コンテンツツーリズム研究 : アニメ・マンガ・ゲームと観光・文化・社会 岡本 健 福村出版 2019.4 9784571410628 10248058

観光地経営の視点と実践 日本交通公社 丸善出版 2019.4 9784621303849 10248022

The Routledge handbook of gastronomic tourism : hbk. Dixit Saurabh Kumar Routledge 2019 9781138551558 10248026

グローバル・ツーリズム = Global tourism 姜 聖淑 中央経済社 2019.3 9784502300714 10248060

事例に学ぶ 野倉 淳 原書房 2019.6 9784562092130 10248036

「声」とメディアの社会学 : ラジオにおける女性アナウンサーの「声」をめぐって 北出 真紀恵 晃洋書房 2019.3 9784771031869 10247953

これからの美術がわかるキーワード100 美術手帖 美術出版社 2019.4 9784568431124 10248051

美術の国の自由市民 : 矢代幸雄とバーナード・ベレンソンの往復書簡 矢代 幸雄 玉川大学出版部 2019.3 9784472405556 10248035

手仕事の帝国日本 : 民芸・手芸・農民美術の時代 池田 忍 岩波書店 2019.5 9784000283892 10248073

法隆寺 : 美術史研究のあゆみ 大橋 一章 里文出版 2019.3 9784898064788 10248079

失われたモノを求めて : 不確かさの時代と芸術 池田 剛介 夕書房 2019.2 9784909179036 10247967

日本の文化財 : 守り、伝えていくための理念と実践 池田 寿 勉誠出版 2019.3 9784585200642 10247878

浮世絵に描かれた刀剣と勇士の世界 狩野 博幸 河出書房新社 2019.3 9784309256290 10247925
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歌麿の生涯 : 写楽を秘めて 新関 公子 展望社 2019.4 9784885463563 10247855

斉白石 斉 白石 中央公論美術出版 2019.3 9784805509500 10247920

絵画組成 : 絵具が語りはじめるとき 武蔵野美術大学油絵学科研究室 武蔵野美術大学出版局 2019.3 9784864631006 10248059

ヘイト・悪趣味・サブカルチャー : 根本敬論 香山 リカ 太田出版 2019.3 9784778316648 10248004

バットマン:ビジュアル・ヒストリー Manning Matthew K 小学館集英社プロダクション 2019.3 9784796880336 10247918

はじめての古筆切 日比野 浩信 和泉書院 2019.4 9784757609051 10248055

The art of emptiness 酒井田 柿右衛門 Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2019 9784866580630 10247951

西表島・紅露工房シンフォニー : 自然共生型暮らし・文化再生の先行モデル 石垣 昭子 地湧社 2019.3 9784885032547 10248000

デザインに哲学は必要か 古賀 徹 武蔵野美術大学出版局 2019.3 9784864631013 10248041

音楽と出会う : 21世紀的つきあい方 岡田 暁生 世界思想社 2019.4 9784790717300 10248081

ブライアン・ウィルソン自伝 Wilson Brian DU BOOKS 2019.3 9784866470269 10248046

ニッポンのうたはどう変わったか 佐藤 良明 平凡社 2019.4 9784582768800 10248098

舞台美術 : 1986-2018 = The art of theatrical design 島 次郎 島次郎 2019.3 10247937

江戸歌舞伎長唄成立史 漆﨑 まり 八木書店古書出版部 2019.6 9784840697675 10248024

歌舞伎名演目 世話物 松竹 美術出版社 2018.12- 9784568431070 10247936

やっぱり悲劇だった : 「わからない」演劇へのオマージュ 三浦 基 岩波書店 2019.3 9784000253581 10247861

写真集劇団唐組 : 紅テント・闇と光の軌跡 清水 博純 リンデン舎 2019.4 9784861133954 10248063

笑福亭松朝の上方演芸百年噺 笑福亭 松朝 燃焼社 2019.4 9784889781359 10247888

サーフィン・スケートボード・パルクール : ライフスタイルスポーツの文化と政治 Wheaton Belinda ナカニシヤ出版 2019.3 9784779512643 10248057

世界の美しいスタジアム パイインターナショナル パイインターナショナル 2019.3 9784756251794 10248097

利休の茶室 堀口 捨巳 岩波書店 2014.4 9784007300998 10247982

DETONATORは革命を起こさない : ゲームビジネスで世界を目指す 江尻 勝 Gzブレイン 2019.3 9784047334014 10247890

eスポーツ地方創生 : 日本における発展のかたち 筧 誠一郎 白夜書房 2019.4 9784864942263 10248082

意味と文脈 金水 敏 岩波書店 2016.4 9784007303913 10248043

Language files : materials for an introduction to language and linguistics : pbk Dawson Hope C. Ohio State University Press c2016 9780814252703 10247923

外国語学習とコミュニケーションの心理 : 研究と教育の視点 = Psychology of 
foreign language learning and communication

八島 智子 関西大学出版部 2019.3 9784873546872 10248050

外国語として出会う日本語 小林 ミナ 岩波書店 2015.1 9784007301803 10248084

日本語教育学の歩き方 : 初学者のための研究ガイド 本田 弘之 大阪大学出版会 2019.3 9784872596731 10248045
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日本語の音声 窪薗 晴夫 岩波書店 2016.9 9784007304798 10247983

万葉仮名と平仮名 : その連続・不連続 内田 賢徳 三省堂 2019.3 9784385361673 10247854

このことわざ、科学的に立証されているんです : 人生に活かせる! 堀田 秀吾 主婦と生活社 [2019.3] 9784391153118 10247886

日本語アカデミックライティング 滝浦 真人 放送大学教育振興会 2017.3 9784595317125 10247975

迷わず書ける記者式文章術 : プロが実践する4つのパターン 松林 薫 慶應義塾大学出版会 2018.2 9784766424966 10247887

明解方言学辞典 木部 暢子 三省堂 2019.4 9784385135793 10248083

事典にない大阪弁 : 絶滅危惧種の大阪ことば 旭堂 南陵 浪速社 2019.4 9784888545181 10247999

ファンダメンタル英語学 中島 平三 ひつじ書房 2011.8 9784894765757 10247973

英語の歴史をたどる旅 柳 朋宏 中部大学 2019.3 9784833141390 10247965

日本人のための一発で通じる英語発音 松井 博 ダイヤモンド社 2019.4 9784478103890 10248039

日本語脳から英語脳へ : アメリカ人に伝わる英文を書く! 岩城 陽子 丸善プラネット 2019.3 9784863454170 10248040

ロマンスという言語 : フランス語は、スペイン語は、イタリア語は、いかに生まれたか 小林 標 大阪公立大学共同出版会 2019.2 9784907209957 10247961

華嚴原人論校釋 宗密 中華書局 2019.2 9787101133318 10247987

勘仲記 第6 広橋 兼仲 八木書店 2008.5- 9784840652001 10247957

戰國遺文 真田氏編第2巻 杉山 博 東京堂出版 1989- 9784490307894 10247941

室町遺文 関東編第2巻 石橋 一展 東京堂出版 2018.5 9784490307795 10247942

大唐傳載 (外三種) 羅 寧 中華書局 2019.2 9787101136593 10247988

国文学年次別論文集 平成25(2013)年 近代2 学術文献刊行会 朋文出版 2013.12- 10248086
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■いたみ稲野キャンパス

秘書検定試験2級実問題集 : 文部省認定 2019年度版 実務技能検定協会 早稲田教育出版 2005- 9784776614364 92045144

合格するための過去問題集日商簿記3級 '19年6月検定対策 TAC簿記検定講座 TAC出版事業部 2017.7- 9784813277682 92045141

日商簿記3級未来のための過去問題集
152・153・154回(2019年
6月/2019年11月 /2020
年2月)対策

桑原 知之 [ネットスクール株式会社出版本部] [2017.3]- 9784781023281 92045138

日商簿記検定模擬試験問題集3級 : 商業簿記 平成31年度版 実教出版企画開発部 実教出版 2019.5 9784407347593 92045136

福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト 東京商工会議所 東京商工会議所検定センター 2019.3 9784924547629 92045140

食生活アドバイザー公式重要用語辞典 : 食と生活のスペシャリスト FLAネットワーク協会 日本能率協会マネジメントセンター 2019.4 9784820727132 92045081

ブライダルコーディネーターテキストスタンダード エディットプラネット 日本ブライダル文化振興協会 2019.5 92045135

文部科学省後援色彩検定過去問題集 2018年度2級・3級 全国服飾教育者連合会 A・F・T企画 2007.3- 9784909928016 92045137

日本語超級話者へのかけはし : きちんと伝える技術と表現 : 上級から超級へ 荻原 稚佳子 スリーエーネットワーク 2007.9 9784883194490 92045080

まとまりを作る表現 : 指示詞、接続詞、のだ・わけだ・からだ 庵 功雄 スリーエーネットワーク 2013.5 9784883196487 92045103

証券・保険業界で働く 生島 典子 ぺりかん社 2019.6 9784831515353 92045161

大学で学ぶための日本語ライティング : 短文からレポート作成まで : 中・上級者用
日本語テキスト

佐々木 瑞枝 The Japan Times 2006.3 9784789012218 92045079

上手なプレゼンが面白いほどできる本 : 自分の考えを"見える化"し、相手を納得さ
せるコツ35

長尾 裕子 中経出版 2009.7 9784806134039 20106943

やっぱりいらない東京オリンピック 小笠原 博毅 岩波書店 2019.2 9784002709932 20106927

ナショナリズムは悪なのか : 新・現代思想講義 萱野 稔人 NHK出版 2011.10 9784140883617 20106917

残業学 : 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか? 中原 淳 光文社 2018.12 9784334043865 20106916

憲法主義 : 条文には書かれていない本質 内山 奈月 PHP研究所 2015.11 9784569764801 20106947

意味がない無意味 千葉 雅也 河出書房新社 2018.10 9784309248929 20106912

ウィニコットとの精神分析の記録 : 精神病水準の不安と庇護 : 新装版 Little Margaret I. 岩崎学術出版社 2009.5 9784753309054 20106925

「考え方のクセ」を変えるとストレスはなくなる : 認知行動療法でできるうつと不安の
セルフケア

清水 栄司 家の光協会 2014.7 9784259547493 20106915

自分で治す「社交不安症」 : 自分に自信が持てる!! 清水 栄司 法研 2014.12 9784865130805 20106905

認知行動療法セルフケアブック : 考え方の悪いクセを治す 職場編 清水 栄司 講談社 2012.12 9784062597715 20106911

現代満州族シャーマニズムに関する文化人類学的研究 : シャーマンの神話・成巫
過程・儀礼を中心として

楊 紅 大学教育出版 2016.8 9784864294027 20106898

中近世陶磁器の考古学 第10巻 佐々木 達夫 雄山閣 2015.11- 9784639026525 20106923

帝国日本と「満鮮史」 : 大陸政策と朝鮮・満州認識 井上 直樹 塙書房 2013.1 9784827331165 20106913

「満洲国」の研究 : 新装版 山本 有造 緑蔭書房 2014.9 9784897745473 20106900

満洲 : 記憶と歴史 山本 有造 京都大学学術出版会 2007.3 9784876986934 20106918
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図説満州帝国の戦跡 太平洋戦争研究会 河出書房新社 2008.7 9784309761169 20106903

ヴェルサイユ宮殿 影の主役たち : 世界一華麗な王宮を支えた人々 Levron Jacques 1906- 河出書房新社 2019.4 9784309227627 20106941

満蒙開拓青少年義勇軍史研究 白取 道博 北海道大学出版会 2008.2 9784832966871 20106922

日本帝国の膨張・崩壊と満蒙開拓団 細谷 亨 有志舎 2019.1 9784908672279 20106899

社内プレゼンの資料作成術 前田 鎌利 ダイヤモンド社 2015.7 9784478061527 20106904

よくわかる自信がつくプレゼンテーション : 引きつけて離さないテクニック 富士通エフ・オー・エム FOM出版 2018.1 9784865103427 20106896

すべてを疑え! : フェイクニュース時代を生き抜く技術 古賀 純一郎 旬報社 2019.4 9784845115877 20106914

図説日本のメディア : 伝統メディアはネットでどう変わるか 藤竹 暁 NHK出版 2018.11 9784140912539 20106944

思春期・青年期のこころとからだ : 自分と出会うためのワークブック 鍛冶 美幸 岩崎学術出版社 2012.3 9784753310401 20106920

戦後日本の道徳教育の成立 : 修身科の廃止から「道徳」の特設まで 佟 占新 六花出版 2019.2 9784866170770 20106901

教育学の教科書 : 教育を考えるための12章 山田 恵吾 文化書房博文社 2008.4 9784830111297 20106937

韓国「併合」前後の教育政策と日本 本間 千景 佛教大学 2010.3 9784784215102 20106936

現代教職論 羽田 積男 弘文堂 2016.2 9784335002205 20106907

教職概論 : 教師を目指す人のために 佐藤 晴雄 学陽書房 2018.3 9784313611429 92045104

教師と学校のレジリエンス : 子どもの学びを支えるチーム力 Day Christopher ACP 北大路書房 2015.11 9784762829116 20106908

身体と教養 : 身体と向き合うアクティブ・ラーニングの探求 山本 敦久 ナカニシヤ出版 2016.3 9784779510601 20106930

働きながらでも博士号はとれる 都丸 孝之 研究社 2014.9 9784327379056 20106942

教員のための研究のすすめ方ガイドブック : 「研究って何?」から学会発表・論文執
筆・学位取得まで

瀧澤 聡 遠見書房 2019.5 9784866160870 20106928

ボタニカルウエディング&デザイン ワキリエ グラフィック社 2019.4 9784766132977 20106934

学位論文 : 成功への戦略とテクニック Thomas Shane A. 総合医学社 2002.4 4883781399 20106940

神田橋條治の精神科診察室 : 発達障害愛着障害依存症うつ病双極性障害統合失
調症の治療と診断

神田橋 條治 IAP出版 2018.12 9784908863042 20106926

基本測量 山之内 繁夫 実教出版 1998.6 9784407031645 20106938

テキスト建築の20世紀 = Textbook of theory and design in 20th century 
architecture

本田 昌昭 学芸出版社 2009.12 9784761531829 20106948

建築立体図法 : アクソメからパースまで 田山 茂夫 技術書院 1996.3 476543124X 20106894

3DマイホームデザイナーPRO8オフィシャルガイドブック シジシンデザイン室 エクスナレッジ 2013.5 9784767813738 20106921

図説やさしい建築設備 伏見 建 学芸出版社 2017.12 9784761526658 20106933

UI(ユーアイ)デザイン : みんなで考え、カイゼンする。 栄前田 勝太郎 エムディエヌコーポレーション 2019.3 9784844368595 20106895

ブライダル用語事典 日本ブライダル文化振興協会 日本ブライダル文化振興協会 2018 9784991005527 20106945
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はじめるデザイン : 知識、センス、経験なしでもプロの考え方&テクニックが身に付く 浅野 桜 技術評論社 2019.4 9784297105044 20106935

鉄道員と身体 : 帝国の労働衛生 林 采成 京都大学学術出版会 2019.1 9784814001842 20106897

もっと知りたい葛飾北斎 : 生涯と作品 永田 生慈 東京美術 2019.4 9784808711412 20106892

もっと知りたいラファエル前派 荒川 裕子 東京美術 2019.3 9784808711313 20106893

V&Aの名品でみるヨーロッパの宝飾芸術 Phillips Clare 東京美術 2014.3 9784808709679 20106932

ブランド・ジュエリー30の物語 : 天才作家たちの軌跡と名品 山口 遼 東京美術 2018.3 9784808711122 20106939

老いと踊り 中島 那奈子 勁草書房 2019.2 9784326800605 20106949

日本の舞台芸術における身体 : 死と生、人形と人工体 Ruperti Bonaventura 晃洋書房 2019.3 9784771031685 20106902

観るまえに読む大修館スポーツルール 2019 大修館書店編集部 大修館書店 2014.4- 9784469268614 20106909

はじめてのディベート : 聴く・話す・考える力を身につける : しくみから試合の模擬練
習まで

西部 直樹 あさ出版 2009.1 9784860633141 20106910

だれも教えなかったレポート・論文書き分け術 大竹 秀一 エスシーシー 2017.10 9784886476395 20106929

レポート・論文を書くための日本語文法 : ここがポイント! : 中上級～上級学習者対
象

小森 万里 くろしお出版 2016.12 9784874247181 92045143

十四歳の「満州」 : 満蒙開拓青少年義勇軍千葉中隊鈴木弘一 川奈 静 崙書房出版 2017.3 9784845512140 20106931

白書の白書 : 「政府白書」全33冊をこの一冊に凝縮 2019年版 木本書店編集部 木本書店 1986- 9784904808214 20106906

2018年下半期世界経済報告 : 中国輸出の高度化と米中貿易摩擦 内閣府政策統括官室 日経印刷 2019.3 9784865791631 20106919

日本国勢図会 2019/20年版 矢野恒太記念会 日本評論社 1991- 9784875491507 20106924

文部科学統計要覧 平成31年版 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 財務省印刷局 2002.1- 9784990995447 20106946
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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。)

棚橋源太郎博物館学基本文献集成 上 棚橋 源太郎 雄山閣 2017.5 14048390

棚橋源太郎博物館学基本文献集成 下 棚橋 源太郎 雄山閣 2017.5 14048391

明治期博物館学基本文献集成 青木 豊 雄山閣 2012.3 9784639022091 14048387

発掘ふくしま : 企画展 2 福島県立博物館 福島県立博物館 1993.1- 14048287

町の記憶 : 空都土浦とその時代 土浦市立博物館 土浦市立博物館 2019.3 14048295

東国の初期寺院 : 古墳時代から律令時代への動き 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館 栃木県教育委員会 1991.10 14048326

栃木の遺跡 : 最近の発掘調査の成果から : 企画展図録 なす風土記の丘資料館 栃木県教育委員会 1999.9- 14048289

古墳人、現る : 金井東裏遺跡の奇跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 上毛新聞社事業局出版部 2019.3 9784863522312 14048378

棟高南八幡街道遺跡3 : 群馬県高崎市 : 店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

山下工業株式会社 高崎市教育委員会 2019.2 14048360

鶴ヶ岡2号墳・鶴ヶ岡遺跡発掘調査報告書 : 千葉県木更津市 木更津市教育委員会 木更津市教育委員会 2019.3 14048276

野焼A遺跡 [2018] 木更津市教育委員会 木更津市教育委員会 1995.3- 14048273

山伏作遺跡 [2019] 木更津市教育委員会 木更津市教育委員会 1994.3- 14048274

埋蔵文化財の発掘調査報告 2019 木更津市教育委員会 木更津市教育委員会 2018.3- 14048275

墨古沢遺跡総括報告書 : 千葉県印旛郡酒々井町 : 下総台地に現存する日本最大
級の旧石器時代環状ブロック群

酒々井町教育委員会 酒々井町 2019.3 14048335

舟町遺跡II : 東京都新宿区 : (仮称)グローバルキッズ愛住町園新築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書

テイケイトレード株式会社埋蔵文化財事業
部

ルーク・マーヴィス 2017.12 14048340

富久町北遺跡 : 東京都新宿区 : (仮称)とみひさホーム計画に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書

東京都新宿区 シルヴァーウィング : 新宿区 2019.3 14048339

落合遺跡VI : 東京都新宿区 : 学校法人目白学園地点 : 第15次発掘調査 : (仮称)目
白学園新宿キャンパス新校舎棟工事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 目白学園 2019.2 14048341

阿蘭陀趣味 : 鎖国下のエキゾチシズム : 特別展 たばこと塩の博物館 たばこと塩の博物館 1996.10 4924989045 14048280

東京国立博物館図版目録 古墳遺物篇(関東Ⅰ) 東京国立博物館 便利堂
1980.4 
1983.2

14048269

東京国立博物館図版目録 古墳遺物篇(関東Ⅱ) 東京国立博物館 便利堂
1980.4 
1983.2

14048270

東京国立博物館図版目録 古墳遺物篇(近畿Ⅰ) 東京国立博物館 東京美術 1988.4 480870501X 14048268

石船戸東遺跡 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 14048303

丘江遺跡 4 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

2018.3- 14048302

細池寺道上遺跡VIII第48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23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 2019.3 14048306

細池寺道上遺跡VIII第48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23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 2019.3 14048305

細池寺道上遺跡VIII第48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23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 2019.3 14048304
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赤鏥砂山遺跡第5次調査 : 商業施設建設に伴う赤鏥砂山遺跡第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 2019.3 14048374

川根谷内遺跡第6次調査 : 主要地方道新潟中央環状線道路整備事業に伴う川根
谷内遺跡第2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 2019.3 14048375

越前の古代荘園 : 糞置庄遺跡の危機 岸 俊男 福井の文化財を考える会 1978.8 14048393

太田山古墳群と糞置庄 太田山古墳群調査団 福井県郷土誌懇談会 1976.10 14048392

蓮如五帖御文 細川 行信 法藏館 1993.5 9784831840288 14048384

史跡恒川官衙遺跡 恒川遺跡群 : 恒川清水及びその周辺における発掘調査報告書 飯田市教育委員会 飯田市教育委員会 2019.3 14048361

市内緊急発掘調査報告書 平成27年度～29年度 飯田市教育委員会 長野県飯田市教育委員会 2005.3- 14048366

寺所遺跡 飯田市教育委員会 飯田市教育委員会 2019.3 14048363

上の城窯跡 ; 萩の平窯跡 ; 龍江狐塚遺跡 飯田市教育委員会 飯田市教育委員会 2019.3 14048364

上の坊遺跡 馬背塚古墳 飯田市教育委員会 飯田市教育委員会 2019.3 14048365

飯田古墳群範囲確認調査・緊急発掘調査報告書 平成27年度～29年度 飯田市教育委員会 長野県飯田市教育委員会 2016.3- 14048362

遺跡が語る古代美濃国展 : 関の国・美濃と都を結ぶ タルイピアセンター タルイピアセンター [2005.10] 14048294

発掘された日本列島 : 新発見考古速報 2019 文化庁 朝日新聞社 1995- 14048385

中期古墳とその時代 : 5世紀の倭王権を考える 広瀬 和雄 雄山閣 2015.4 9784639023579 14048383

製鉄遺跡 窪田 蔵郎 ニュー・サイエンス社 1983.8 14048293

縄紋土器研究の新展開 大塚 達朗 同成社 2000.12 4886212093 14048279

再考「弥生時代」 : 農耕・海・集落 浜田 晋介 雄山閣 2019.5 9784639026495 14048386

カミ観念と古代国家 広瀬 和雄 角川学芸出版 2010.10 9784047021495 14048379

北からみた倭国/ 福島雅儀著 福島 雅儀 雄山閣 2019.5 9784639026464 14048380

弥生時代国家形成史論 寺沢 薫 吉川弘文館 2018.1 9784642093514 14048389

寺谷瓦窯跡 磐田市埋蔵文化財センター 磐田市教育委員会 2019.3 14048336

谷田南遺跡・谷田南古墳群発掘調査報告書 磐田市埋蔵文化財センター 磐田市教育委員会 2019.3 14048299

三河の考古資料 ホリデー考古刊行会 ホリデー考古刊行会 1994 14048265

섬과 바다의 민속 연구、그 행로와 전망 (島と海の民俗研究、その行路と展望) 나승만 민속원(民俗苑) 2009.4 9788928512812 14048377

城遺跡発掘調査報告書 : エルスリー名古屋鳴海建設に伴う発掘調査 山城土木 加藤英二 2018.4 14048347

仁所遺跡発掘調査報告書 : Cアミーユ新瑞東建設に伴う発掘調査 山城土木 坂野重仙 2018.3 14048346

千音寺遺跡第8次発掘調査報告書 : 宮田用排水路移設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書

イビソク名古屋支店 名古屋市千音寺土地区画整理組合 2018.3 14048344
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竪三蔵通遺跡第17次発掘調査報告書 : 集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書

イビソク名古屋支店
セキスイハ
イム東海 , 
2017.12

14048345

特別史跡名古屋城跡(名古屋城西之丸) 81 名古屋市教育委員会 名古屋市教育委員会 2016.3- 14048348

知多の古瓦 半田市立博物館 半田市立博物館 1993.7 14048281

聖徳太子像の造形 : 真宗の聖徳太子像 : 特別展 安城市歴史博物館 安城市歴史博物館 1993.4 14048327

特別展「三河の古瓦」 高浜市やきものの里かわら美術館 高浜市やきものの里かわら美術館 1998.1 14048284

The archaeology of the Roman economy pbk. Greene Kevin University of California Press
1990, 
c1986

0520074017 14048271

史跡斎宮跡 : 発掘調査概報 平成29年度 斎宮歴史博物館 斎宮歴史博物館 1990.3- 14048297

渡岸寺遺跡 : 第26次発掘調査報告書 長浜市市民協働部歴史遺産課 長浜市教育委員会 2019.3 14048277

湖南の古代寺院 : 栗太郡の白鳳寺院を中心に : 企画展 栗東歴史民俗博物館 栗東歴史民俗博物館 [1991] 14048325

甲賀水口の歩みと暮らし 水口町立歴史民俗資料館 水口町立歴史民俗資料館 1994.3 14048285

伏見城跡 : 京都市伏見区桃山町下野27-1の発掘調査 四門西日本・中部支社京都支店 四門西日本・中部支社京都支店 2018.3 14048257

平安京右京六条四坊七町跡・西京極遺跡 : 京都市右京区西院月双町115、114の
一部の発掘調査

四門西日本・中部支社京都支店 四門西日本・中部支社京都支店 2019.3 14048256

平安京右京四条二坊一町跡 : 壬生上大竹町における埋蔵文化財発掘調査報告書 イビソク イビソク 2018.8 14048278

発掘 : まもる・つくる・たのしむ : 21世紀の扉が開く京都府最初の埋蔵文化財担当技
師故堤圭三郎さんからのメッセージ

亀岡市文化資料館 亀岡市文化資料館 2001.6 14048286

むらの記録 : 上植野区有文書からみた近代 向日市文化資料館 向日市文化資料館 1995.10 14048329

長岡京市文化財調査報告書 第72冊 長岡京市教育委員会 長岡京跡発掘調査研究所 1980- 14048255

鳥居前古墳 大山崎町教育委員会 大山崎町教育委員会 2019.3 14048300

悠久の大インカ展 : 哀しみの美少女フワニータ : ペルー移民100周年記念 : ペルー
国立人類考古学博物館・アンデス聖地博物館所蔵

大貫 良夫 悠久の大インカ展実行委員会 1999.4 14048290

瓦 : 平安の都へ 吹田市立博物館 吹田市立博物館 1994.11 14048323

吹田須恵器窯跡No.55 ; 高城遺跡 ; 吉志部瓦窯跡 ; 中ノ坪遺跡 吹田市教育委員会 吹田市教育委員会 2019.3 14048331

古市遺跡群 40 羽曳野市教育委員会 羽曳野市教育委員会 1980- 14048338

羽曳野市内遺跡調査報告書 平成28年度 羽曳野市教育委員会 羽曳野市教育委員会 1990.3- 14048358

石川流域遺跡群発掘調査報告 34 藤井寺市教育委員会事務局 藤井寺市教育委員会事務局 1987- 14048264

泉南市遺跡群発掘調査報告書 36 泉南市教育委員会 泉南市教育委員会 1986.3- 14048376

ほろよい・ひょうご : 酒と人の文化史 : 特別展 兵庫県立歴史博物館 兵庫県立歴史博物館 2018.10 14048252

尼ヶ宮古墳群
兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部

兵庫県教育委員会 2019.3 14048355

広瀬古墳群 : 養父市
兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部

兵庫県教育委員会 2019.3 14048356

津万遺跡群 : 西脇市 3
兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部

兵庫県教育委員会 2019.3 14048357
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宮前鉱山跡 : 多可郡多可町 : (砂) 宮前東谷川公共通常砂防事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部

兵庫県教育委員会 2019.3 14048352

稲塚3号窯跡 : 丹波市 : (砂) 稲塚川災害関連緊急砂防事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書

兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部

兵庫県教育委員会 2019.3 14048353

大円道向遺跡 : 淡路市 : (二) 志筑川水系志筑川広域河川改修事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書

兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部

兵庫県教育委員会 2019.3 14048354

神屋町遺跡 : 姫路市
兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財
調査部

兵庫県教育委員会 2019.3 14048351

古代銭の実像 : 和同から乾元まで 川見 典久 黒川古文化研究所 2018.10 14048261

八十塚古墳群(第68地点 : 岩ヶ平支群第50号墳) ; 大原遺跡(第35地点) ; 寺田遺跡
(第105地点・第106地点・第109地点) ; 城山・三条古墳群(第19地点 : 城山古墳群第
18号墳)

芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2019.3 14048301

有年考古 : 赤穂市立有年考古館年報 第6号 赤穂市教育委員会生涯学習課 赤穂市教育委員会生涯学習課 2014.3- 14048309

遣唐使が見た中国文化 : 中国社会科学院考古研究所最新の精華 : ロマントピア藤
原京'95 協賛特別展

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 1995.3 14048291

国史跡唐古・鍵遺跡整備事業報告書 田原本町教育委員会事務局 田原本町教育委員会事務局 2019.3 14048359

骨ものがたり : 環境考古学研究室のお仕事 奈良文化財研究所飛鳥資料館 国立文化財機構奈良文化財研究所飛鳥資料館 2019.4 14048381

奥州の古瓦 奈良国立博物館 奈良国立博物館 [1979] 14048283

東国の古瓦 : 特別陳列 : 原田良雄氏コレクション 奈良国立博物館 奈良国立博物館 [1978] 14048328

東北・越後地方に埋納されたやきもの 奈良国立博物館 奈良国立博物館 1998.1 14048282

木器集成図録 飛鳥藤原篇1 国立文化財機構奈良文化財研究所 国立文化財機構奈良文化財研究所 2019.3 9784905338949 14048260

尾高城跡 (おだかじょうあと) III : 山下地区の調査 : 鳥取県米子市 米子市文化財団 米子市文化財団 2019.3 14048367

石井要害跡 (いしいようがいあと) : 鳥取県米子市 1 米子市文化財団 米子市文化財団 2019.3 14048368

石井要害跡 (いしいようがいあと) : 鳥取県米子市 2 米子市文化財団 米子市文化財団 2019.3 14048369

経塚の遺物 : こめられた願い 倉吉博物館 倉吉博物館 1993.4 14048324

塼仏 : 土と火から生まれた仏たち 倉吉博物館 倉吉博物館 1992.3 14048292

しまねの古代文化 : 古代文化記録集 第25号 島根県古代文化センター 島根県古代文化センター 1993.10- 14048372

金蔵山古墳 : 範囲確認発掘調査報告 岡山市埋蔵文化財センター 岡山市教育委員会 2019.3 14048259

津高団地遺跡群 弥生時代編 岡山市教育委員会文化財課 岡山市教育委員会 2019.3 14048258

津山市内遺跡調査報告書 平成25-29年度 津山市教育委員会
津山市教育委員会生涯学習部文化課, 津山弥生
の里文化財センター

2019.3 14048262

史跡津山城跡 : 保存整備事業報告書 5 津山市教育委員会
津山市教育委員会生涯学習部文化課 : 津山弥生
の里文化財センター

2016.3- 14048263

大天神古墳 : 採石業の継続事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 庄原市教育委員会 庄原市教育委員会 2019.3 14048343

高松市歴史資料館コレクション展 : 第12回特別展 美術・考古・民俗資料編 高松市歴史資料館 高松市歴史資料館 1996.7 14048288

高松市立林小学校校舎建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第4次調査 高松市教育委員会 高松市教育委員会 2010.3- 14048272
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ものの人類学 床呂 郁哉 京都大学学術出版会 2011.3- 14048388

本城町遺跡 : 福岡県柳川市本城町所在近世柳川城下町の調査 柳川市教育委員会 柳川市教育委員会 2019.3 14048337

桜町遺跡 : 長崎市桜町4番11における埋蔵文化財発掘調査報告書 長崎市教育委員会 長崎市教育委員会 2019 14048332

出島和蘭商館跡 : 出島表門橋架橋に伴う発掘調査報告書
第1分冊 (遺構・出土遺
物編)

長崎市文化観光部出島復元整備室 長崎市教育委員会 2019.3 14048349

出島和蘭商館跡 : 出島表門橋架橋に伴う発掘調査報告書 第2分冊 (分析・考察編) 長崎市文化観光部出島復元整備室 長崎市教育委員会 2019.3 14048350

小島養生所跡及び関連遺跡 : 長崎市西小島1丁目15番、58番における埋蔵文化財
発掘調査報告書

長崎市教育委員会 2019.3 14048334

唐人屋敷跡 : 長崎市館内町10番12号における埋蔵文化財発掘調査報告書 長崎市教育委員会 長崎市教育委員会 2019.3 14048333

第13次調査 : 保育所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.1 14048313

細地区住環境整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2017.10 14048312

中世大友府内町跡第127次調査 : 共同住宅建設に伴う発掘調査報告書 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.2 14048314

中世大友府内町跡第111・114・117・120・121・122・123次調査 第1分冊 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.2 14048310

中世大友府内町跡第111・114・117・120・121・122・123次調査 第2分冊 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.2 14048311

中世大友府内町跡第126次調査 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.3 14048315

中世大友府内町跡第129次調査 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.3 14048316

中世大友府内町跡第130次調査 : 長浜小学校児童育成クラブ建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.3 14048317

中世大友府内町跡第131次調査 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.3 14048318

教会建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.3 14048321

中世大友府内町跡第132次調査 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2018.3 14048319

高松東遺跡第2次調査 : 店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 大分市教育委員会 大分市教育委員会 2019.2 14048320

大分市埋蔵文化財調査概要報告 2017 大分市教育委員会文化財課 大分市教育委員会文化財課 2010.12- 14048322

今和泉島津家墓地埋蔵文化財発掘調査報告書 指宿市教育委員会 指宿市教育委員会 2019.3 14048371

敷領遺跡 ; 成川遺跡 ; 下吹越遺跡 指宿市教育委員会 指宿市教育委員会 2019 14048373

国境の医療者 メータオ・クリニック支援の会 新泉社 2019.4 9784787719027 14048382

日本の鋳金 : いものの形展 [1994] 谷岡 靖則 日本の鋳金-いものの形展実行委員会 [1994]- 14048330

愛知県新城市川路萩平 (はぎひら) 遺跡A地点隣接地の発掘記録 考古学コース白石ゼミ 愛知学院大学文学部歴史学科 2016- 14048307

古城山窯跡第1次発掘調査概要報告書 ; 広久手F窯跡窯体再実測および範囲確認
調査報告

藤澤 良祐 愛知学院大学文学部歴史学科 2019.3 14048308

河南町の古文書 馬部 隆弘 大阪大谷大学博物館 2019.3 14048298

1992年春季企画展近世の地図と測量術出品図録 京都大学文学部地理学教室 京都大学文学部博物館 1992.4 14048266
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京都大學附屬圖書館所藏河合文庫目録
高麗大學校民族文化研究院海外韓國學資
料センター

京都大學人文科學研究所附屬東アジア人文情報
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