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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

国民服 : 生活文化総合雑誌 1(1-3) 大日本國民服協会 ゆまに書房 2019.10 10251344

国民服 : 生活文化総合雑誌 2(1-3) 大日本國民服協会 ゆまに書房 2019.10 10251345

国民服 : 生活文化総合雑誌 2(4-6) 大日本國民服協会 ゆまに書房 2019.10 10251346

国民服 : 生活文化総合雑誌 2(7-9) 大日本國民服協会 ゆまに書房 2019.10 10251347

平成の刑事政策 法務省法務総合研究所 昭和情報プロセス 2019.12 9784907343187 10251431

家計の金融行動に関する世論調査 令和元年(2019) 日本リサーチセンター 金融広報中央委員会 2008.4- 10251327

国土・気象 人口・世帯 国民経済計算 通貨・資金循環 財政 日本統計協会 日本統計協会 2006.3 4822331105 10251319

企業活動 農林水産業 鉱工業 建設 エネルギー・水 日本統計協会 日本統計協会 2006.3 4822331113 10251320

情報通信 運輸 商業 金融・保険 不動産・土地 サービス業 科学技術 貿易・国際収
支・国際協力

日本統計協会 日本統計協会 2006.9 4822331121 10251321

労働・賃金 家計 住宅 物価 日本統計協会 日本統計協会 2006.12 482233113X 10251322

社会保障 保健医療 教育 文化 公務員・選挙 司法・警察 災害・事故 環境 防衛 日本統計協会 日本統計協会 2006.12 4822331148 10251323

環境年表 第6冊 (2019-2020) 国立天文台 丸善 2009.2- 9784621303344 10251526

美術年鑑 2020 美術年鑑社 美術年鑑社 1961- 9784892102264 10251229

文化情報学事典 金 明哲 勉誠出版 2019.12 9784585200710 10251241

芸能文化史事典 : 明治・大正・昭和・平成 中村 義裕 東京堂出版 2019.12 9784490109139 10251328

岩波国語辞典 西尾 実 岩波書店 2019.11 9784000800488 10251584

2級建築士試験学科過去問スーパー7 2020(令和2年度版) 総合資格学院 総合資格 2012.11- 9784864173308 91065525

2級建築士試験学科厳選問題集500+100 2020(令和2年度版) 総合資格学院 総合資格 2019.11 9784864173292 91065524

大阪神戸京都お茶とお菓子 京阪神エルマガジン社 2019.10 9784874356104 91065629

ミシュランガイド京都・大阪 : 日本語版 2020 日本ミシュランタイヤ 日本ミシュランタイヤ 2009.10 9784904337271 91065649

業種別業界情報 : ナマの業界百科事典 2020年版 中小企業動向調査会 経営情報出版社 1980- 9784874282373 10251329

いとしの印刷ボーイズ 奈良 裕己 学研プラス 2018.6 9784054066410 91065647

･ 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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印刷ボーイズは二度死ぬ 奈良 裕己 学研プラス 2019.10 9784054067424 91065648

幼稚園教諭になるには 大豆生田 啓友 ぺりかん社 2019.12 9784831515506 91065650

イノベーションするAI = Innovating AI 武藤 佳恭 春秋社 2019.11 9784393350010 10251536

Inspired : 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント Cagan Marty 日本能率協会マネジメントセンター 2019.11 9784820727507 10251466

インターネット動画メディア論 : 映像コミュニケーション革命の現状分析 辻 泰明 大学教育出版 2019.10 9784866920467 10251531

サイバーセキュリティ : 組織を脅威から守る戦略・人材・インテリジェンス =
Cybersecurity : cybersecurity to protect the way of our digital life

松原 実穂子 新潮社 2019.11 9784103530312 10251585

情報革命の世界史と図書館 : 粘土板文書庫から「見えざる図書館」の出現へ 山口 広文 樹村房 2019.7 9784883673247 10251560

図書館のための和漢古書目録法入門 伊藤 洪二 樹村房 2019.11 9784883673292 10251591

レファレンスと図書館 : ある図書館司書の日記 大串 夏身 皓星社 2019.11 9784774407180 10251609

図書館パートナーズのつくり方 : 図書館からのコミュニティづくり 小田垣 宏和 郵研社 2019.10 9784907126292 10251587

図書館のための災害復興法学入門 : 新しい防災教育と生活再建への知識 岡本 正 樹村房 2019.11 9784883673315 10251524

これからの図書館 : まちとひとが豊かになるしかけ 谷一 文子 平凡社 2019.11 9784582838169 10251593

炎の中の図書館 : 110万冊を焼いた大火 Orlean Susan 1955- 早川書房 2019.11 9784152098948 10251569

専門図書館探訪 : あなたの「知りたい」に応えるガイドブック 青柳 英治 勉誠出版 2019.10 9784585200703 10251257

出版業界に未来はあるのか : 出版人に贈る出版の未来と生き残り策の提言 岡部 一郎 出版企画研究所 2019.10 9784902251579 10251291

書店本事 : 台湾書店主43のストーリー 郭 怡青 サウザンブックス社 2019.6 9784909125125 10251469

博物館学入門 : 地域博物館学の提唱 金山 喜昭 慶友社 2003.4 4874492347 10251255

13歳からのジャーナリスト : 社会正義を求め世界を駆ける 伊藤 千尋 かもがわ出版 2019.11 9784780310559 10251533

虹と空の存在論 飯田 隆 ぷねうま舎 2019.11 9784906791934 10251582

ポップ・スピリチュアリティ : メディア化された宗教性 堀江 宗正 岩波書店 2019.11 9784000613729 10251577

新訳蜂の寓話 : 私悪は公益なり Mandeville Bernard 1670-1733 日本経済評論社 2019.11 9784818825482 10251519

緒言 ; プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 ; プロテスタント諸信団と資本
主義の精神

Weber Max 1864-1920 北海道大学出版会 2019.5 9784832925175 10251443

図説北欧神話大全 Birkett Tom 原書房 2019.11 9784562057085 10251520

「悟り体験」を読む : 大乗仏教で覚醒した人々 大竹 晋 新潮社 2019.11 9784106038495 10251596

近世京都寺社の文化史 村上 紀夫 法藏館 2019.10 9784831862532 10251351

戦国仏教と京都 : 法華宗・日蓮宗を中心に 河内 将芳 法藏館 2019.9 9784831862525 10251459

前近代スペインのサンティアゴ巡礼 : 比較巡礼史序説 関 哲行 流通経済大学出版会 2019.10 9784947553812 10251483

京 (みやこ) キリシタン始末 : 下天と殉教 増子 博調 国書刊行会 2019.11 9784336065544 10251572
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物語を書く人のための推敲入門 Brooks Larry 1952- フィルムアート社 2019.10 9784845919062 10251249

虫の文学誌 奥本 大三郎 小学館 2019.7 9784093887069 10251238

世界物語大事典 Miller Laura 1960- 三省堂 [2019.10] 9784385162430 10251334

幻想と怪奇傑作選 紀田 順一郎 新紀元社 2019.11 9784775317600 10251534

平安中後期の物語と大鏡 今井 源衛 笠間書院 2019.12 9784305600899 10251240

平安文学の謎解き : 物語・日記・和歌 後藤 祥子 風間書房 2019.10 9784759922936 10251354

中世日本文学の探求 日下 力 汲古書院 2019.10 9784762936449 10251242

純文学という思想 小林 敦子 花鳥社 2019.9 9784909832108 10251460

戦後思想の到達点 : 柄谷行人、自身を語る 見田宗介、自身を語る 柄谷 行人 NHK出版 2019.11 9784140818022 10251604

吉本隆明 : 思想家にとって戦争とは何か 安藤 礼二 NHK出版 2019.11 9784140818039 10251605

石原慎太郎 : 作家はなぜ政治家になったか 中島 岳志 NHK出版 2019.11 9784140818046 10251606

直筆の漱石 : 発掘された文豪のお宝 川島 幸希 新潮社 2019.11 9784106038488 10251597

宮沢賢治デクノボーの叡知 今福 龍太 新潮社 2019.9 9784106038464 10251598

「めづらし」の詩学 : 本歌取論の展開とポスト新古今時代の和歌 土田 耕督 大阪大学出版会 2019.9 9784872596113 10251547

大竹野正典劇集成 1 大竹野 正典 松本工房
2012.7-
2015.7

9784944055517 10251612

大竹野正典劇集成 2 大竹野 正典 松本工房
2012.7-
2015.7

9784944055609 10251613

大竹野正典劇集成 3 大竹野 正典 松本工房
2012.7-
2015.7

9784944055692 10251614

源氏物語三条西家本の世界 : 室町時代享受史の一様相 上野 英子 武蔵野書院 2019.10 9784838607242 10251244

死後の恋 夢野 久作 立東舎 2019.12 9784845634262 10251292

桜の森の満開の下 坂口 安吾 立東舎 2019.12 9784845634255 10251293

春の夕べ 工藤 正広 未知谷 2019.5 9784896425765 10251474

いのちの谷間 工藤 正広 未知谷 2019.7 9784896425772 10251475

雲のかたみに 工藤 正広 未知谷 2019.8 9784896425789 10251476

龍蜂集 泉 鏡花 国書刊行会 2019.10 9784336065452 10251335

霧中の読書 荒川 洋治 みすず書房 2019.10 9784622088455 10251478

定家『明月記』の物語 : 書き留められた中世 稲村 榮一 ミネルヴァ書房 2019.11 9784623083275 10251570

季節をいとおしむ言葉 永井 荷風 慶應義塾大学出版会 2019.8 9784766426168 10251567

埋もれた詩傑河野鉄兜 : その洒落た風趣 : 石川忠久講話集 石川 忠久 神戸新聞総合出版センター 2019.9 9784343010551 10251274
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中国古典名劇選 2 後藤 裕也 東方書店 2016.3- 9784497219206 10251501

騒土 : 文革初期、黄色い大地の農民群像 老 村 中国書店 2019.9 9784903316628 10251505

比較文化から観るグローバリゼーション = Exploring globalisation from the
perspective of comparative cultural studies

丸橋 良雄 英光社 2019.9 9784870971943 10251343

『ハックルベリー・フィンの冒けん』をめぐる冒けん 柴田 元幸 研究社 2019.10 9784327481681 10251246

『ハリー・ポッター』について論文を書きたいので、教授、授業の題材にしませんか? 佐藤 飛美 小鳥遊書房 2019.10 9784909812063 10251357

大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件 : なぜ美しい羽は狙われたのか Johnson Kirk Wallace 化学同人 2019.8 9784759820133 10251477

オランダの文豪が見た大正の日本 Couperus Louis 1863-1923 作品社 2019.10 9784861827693 10251270

セロトニン Houellebecq Michel 1958- 河出書房新社 2019.9 9784309207810 10251574

ミシェル・フーコー : 自己から脱け出すための哲学 慎改 康之 岩波書店 2019.10 9784004318026 10251300

歴史探究のヨーロッパ : 修道制を駆逐する啓蒙主義 佐藤 彰一 中央公論新社 2019.11 9784121025678 10251620

大御所徳川家康 : 幕藩体制はいかに確立したか 三鬼 清一郎 中央公論新社 2019.10 9784121025654 10251299

はじめての三国志 : 時代の変革者・曹操から読みとく 渡辺 義浩 筑摩書房 2019.11 9784480683625 10251615

中華の成立 : 唐代まで 渡辺 信一郎 岩波書店 2019.11 9784004318040 10251621

持統天皇 : 壬申の乱の「真の勝者」 瀧浪 貞子 中央公論新社 2019.10 9784121025630 10251297

信長家臣明智光秀 金子 拓 平凡社 2019.10 9784582859232 10251298

明智光秀 : 牢人医師はなぜ謀反人となったか 早島 大祐 NHK出版 2019.11 9784140886083 10251494

民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本 山口 二郎 岩波書店 2019.10 9784004318002 10251301

インディアンとカジノ : アメリカの光と影 野口 久美子 筑摩書房 2019.11 9784480072689 10251491

江戸の御触書 楠木 誠一郎 祥伝社 2019.11 9784396115920 10251490

柳田國男全自序集 1 柳田 国男 中央公論新社 2019.11 9784121601841 10251492

柳田國男全自序集 2 柳田 国男 中央公論新社 2019.11 9784121601858 10251493

学校に入り込むニセ科学 左巻 健男 平凡社 2019.11 9784582859256 10251622

パンクする京都 : オーバーツーリズムと戦う観光都市 中井 治郎 星海社 2019.10 9784065175316 10251303

世界はデザインでできている 秋山 具義 筑摩書房 2019.11 9784480683632 10251616

明智光秀の近世 : 狂句作者は光秀をどう詠んだか 綿抜 豊昭 桂書房 2019.9 9784866270715 10251302

俳句 1 長谷川 櫂 岩波書店 2019.11- 9784004318118 10251617

俳句 2 長谷川 櫂 岩波書店 2019.11- 9784004318125 10251618

天丼 かつ丼 牛丼 うな丼 親子丼 : 日本五大どんぶりの誕生 飯野 亮一 筑摩書房 2019.9 9784480099518 10251306
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ラテンアメリカ民話集 三原 幸久 岩波書店 2019.12 9784003279915 10251499

茶室学講義 : 日本の極小空間の謎 藤森 照信 KADOKAWA 2019.11 9784044005191 10251624

日本の美 中井 正一 中央公論新社 2019.11 9784122067998 10251626

児島虎次郎と高梁市成羽美術館 高梁市成羽美術館 日本文教出版 2019.10 9784821253159 10251623

声の力 : 歌・語り・子ども 河合 隼雄 岩波書店 2019.10 9784006023126 10251304

深夜の散歩 : ミステリの愉しみ 福永 武彦 東京創元社 2019.10 9784488478124 10251305

俳句のための基礎用語事典 角川書店 KADOKAWA 2019.11 9784044004682 10251625

古事記神話入門 三浦 佑之 文藝春秋 2019.11 9784167913915 10251496

会社を潰すな! : 崖っぷち社員たちの企業再生ドラマ 小島 俊一 PHP研究所 2019.10 9784569769677 10251495

珍饌会 : 露伴の食 幸田 露伴 講談社 2019.10 9784065174326 10251309

とはずがたり 中院雅忠女 光文社 2019.10 9784334754112 10251307

子規紀行文集 正岡 子規 岩波書店 2019.12 9784003600375 10251497

勇気の赤い勲章 Crane Stephen 1871-1900 光文社 2019.10 9784334754129 10251308

サラムボー 下 Flaubert Gustave 1821-1880 岩波書店
2019.10-
2019.12

9784003750902 10251498

歴史を学ぶ人々のために : 現在をどう生きるか 東京歴史科学研究会 岩波書店 2017.3 9784000256698 10251487

野蛮のハーモニー : ホロコースト史学論集 Stone Dan 1971- みすず書房 2019.11 9784622088554 10251565

1187年 : 巨大信仰圏の出現 千葉 敏之 山川出版社 2019.12 9784634445048 10251471

3万年前の航海の謎を解く : 日本人はどこから来たのか? : NHKクローズアップ現代+
取材チームの全記録

NHKクローズアップ現代+制作班 徳間書店 2019.11 9784198649814 10251595

縄紋時代の実年代講座 小林 謙一 同成社 2019.5 9784886218155 10251261

縄文文化の繁栄と衰退 阿部 芳郎 雄山閣 2019.9 9784639026822 10251442

身を飾る縄文人 : 副葬品から見た縄文社会 栗島 義明 雄山閣 2019.10 9784639026877 10251352

戦国民衆像の虚実 藤木 久志 高志書院 2019.10 9784862151988 10251563

太田道灌と長尾景春 : 暗殺・叛逆の戦国史 黒田 基樹 戎光祥出版 2020.1 9784864033381 10251287

長篠の戦い : 信長が打ち砕いた勝頼の“覇権" 金子 拓 戎光祥出版 2020.1 9784864033398 10251265

遺産 = Legacy Gualtieri Guido 16th cent 朝日出版社 2019.11 9784255011493 10251522

世界から見た北の縄文 : 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 2018.12 9784787718181 10251267

古地図で大江戸おさんぽマップ 山本 博文 実業之日本社 2019.11 9784408338910 10251331

兩京新記輯校 韋 述 中華書局 2020.1 9787101142051 10251507
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分断と統合への試練 : ヨーロッパ史1950-2017 Kershaw Ian 1943- 白水社 2019.11 9784560097274 10251458

神聖ローマ帝国 : ドイツ王が支配した帝国 池谷 文夫 刀水書房 2019.10 9784887085121 10251590

新しく学ぶフランス史 平野 千果子 ミネルヴァ書房 2019.11 9784623085989 10251537

アメリカ独立革命 Wood Gordon S. 岩波書店 2016.1 9784000220880 10251573

アメリカ20世紀史 秋元 英一 東京大学出版会 2019.3 9784130091404 10251356

戦禍を記念する : グアム・サイパンの歴史と記憶 Camacho Keith Lujan 岩波書店 2016.9 9784000611527 10251445

戦国大名毛利家の英才教育 : 元就・隆元・輝元と妻たち 五條 小枝子 吉川弘文館 2020.1 9784642058926 10251279

陵墓研究の道標 福尾 正彦 山川出版社 2019.10 9784634520295 10251341

ハプスブルク家「美の遺産」 南川 三治郎 世界文化社 2019.10 9784418192250 10251330

明智光秀伝 : 本能寺の変に至る派閥力学 藤田 達生 小学館 2019.11 9784093887328 10251489

足利義輝・義昭 : 天下諸侍、御主に候 山田 康弘 ミネルヴァ書房 2019.12 9784623087914 10251268

梅根悟 : その生涯としごと 中野 光 新評論 2019.3 9784794811165 10251484

アパレルに革命を起こした男 梶山 寿子 日経BP 2019.11 9784296104260 10251601

一代の出版人 : 増田義一伝 藤井 茂 実業之日本社 2019.10 9784408338927 10251562

アレクシアス Comnena Anna b. 1083 悠書館 2019.12 9784865820409 10251461

ツイッターの空間分析 桐村 喬 古今書院 2019.11 9784772253291 10251439

クレットマン日記 : 若きフランス士官の見た明治初年の日本 Kreitmann Louis 1851-1914 平凡社 2019.12 9784582808988 10251295

東南アジア文化事典 信田 敏宏 丸善出版 2019.10 9784621303900 10251353

ギリシア案内記 : ラコニア・メッセニア 2 Pausanias 京都大学学術出版会 2020.1 9784814002252 10251568

太平洋諸島の歴史を知るための60章 : 日本とのかかわり 石森 大知 明石書店 2019.12 9784750349091 10251485

タイのかたち 赤木 攻 めこん 2019.10 9784839603182 10251245

パレスチナを生きる 渡辺 丘 朝日新聞出版 2019.11 9784022516275 10251594

未来への手応え 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 2019.12 9784130302166 10251348

リベラリズムはなぜ失敗したのか Deneen Patrick J. 1964- 原書房 2019.11 9784562057108 10251578

オーラル・ヒストリーに何ができるか : 作り方から使い方まで 御厨 貴 岩波書店 2019.3 9784000613279 10251550

未完の中国 : 課題としての民主化 加々美 光行 岩波書店 2016.3 9784000248792 10251481

台湾総統選挙 小笠原 欣幸 晃洋書房 2019.11 9784771032712 10251502

「小さな拠点」をつくる 藤山 浩 農山漁村文化協会 2019.12 9784540171062 10251333
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京都から考える都市文化政策とまちづくり : 伝統と革新の共存 山田 浩之 ミネルヴァ書房 2019.11 9784623087686 10251468

共和の夢膨張の野望 : 1894-1924 張 競 岩波書店 2016.3 9784000272216 10251448

敵か友か : 1925-1936 張 競 岩波書店 2016.4 9784000272223 10251449

侮中と抗日 : 1937-1944 張 競 岩波書店 2016.5 9784000272230 10251450

断交と連帯 : 1945-1971 張 競 岩波書店 2016.6 9784000272247 10251451

蜜月と軋み : 1972- 張 競 岩波書店 2016.7 9784000272254 10251452

海の上の世界地図 : 欧州航路紀行史 和田 博文 岩波書店 2016.1 9784000222303 10251486

朝鮮朝刑罰制度の研究 矢木 毅 朋友書店 2019.10 9784892811791 10251503

明史選挙志 : 明代の学校・科挙・任官制度 2 井上 進 平凡社
2013.9-
2019.12

9784582808995 10251296

司法・犯罪心理学入門 : 捜査場面を踏まえた理論と実務 桐生 正幸 福村出版 2019.11 9784571250538 10251554

ドキュメント死刑に直面する人たち : 肉声から見た実態 佐藤 大介 岩波書店 2016.1 9784000611015 10251488

よりよき世界へ : 資本主義に代わりうる経済システムをめぐる旅 Corneo Giacomo 1963- 岩波書店 2018.11 9784000254724 10251480

経済的理性の狂気 : グローバル経済の行方を「資本論」で読み解く Harvey David 1935- 作品社 2019.9 9784861827600 10251571

観光客・留学生・地球規模の労働者 = Tourists, international students, and global
workforce

朝水 宗彦 嵯峨野書院 2019.9 9784782305799 10251258

すべての働く人のための新しい経営学 三谷 宏治 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019.9 9784799325551 10251358

社会的責任とCSRは違う! : revisiting CSR 岡本 大輔 千倉書房 2018.8 9784805111369 10251280

京都からみた、日本の老舗、世界の老舗 松岡 憲司 新評論 2019.3 9784794811196 10251342

Python言語によるビジネスアナリティクス : 実務家のための最適化・統計解析・機械
学習

久保 幹雄 近代科学社 2016.8 9784764905160 10251332

経営者のための情報セキュリティQ&A45 北條 孝佳 日本経済新聞出版社 2019.11 9784532323042 10251586

思考法図鑑 : ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ60 アンド 翔泳社 2019.10 9784798160948 10251355

Contemporary Japanese sociology v. 1 小林 盾 SAGE Reference 2018 10251543

Contemporary Japanese sociology v. 2 小林 盾 SAGE Reference 2018 10251544

Contemporary Japanese sociology v. 3 小林 盾 SAGE Reference 2018 10251545

ポジティブなこころの科学 : 人と社会のよりよい関わりをめざして 堀毛 一也 サイエンス社 2019.12 9784781914589 10251286

My Nippon : あるアメリカ人教師の緻密な目を通した日本の姿 : 英和対訳 LeonardTodd Jay IBCパブリッシング 2019.12 9784794606099 10251611

フィールドワークの安全対策 澤柿 教伸 古今書院 2020.1 9784772271301 10251525

郷土中国 费 孝通 風響社 2019.3 9784894892668 10251260

自己責任の時代 : その先に構想する、支えあう福祉国家 Mounk Yascha 1982- みすず書房 2019.11 9784622088325 10251579
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住経験インタビューのすすめ 柳沢 究 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫 2019.11 9784909395047 10251264

働き方の哲学 : 360度の視点で仕事を考える 村山 昇 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2018.3 9784799322383 10251482

ひれふせ、女たち : ミソジニーの論理 Manne Kate 慶應義塾大学出版会 2019.11 9784766426359 10251549

Women女性たちの世界史大図鑑our history Hurlburt Holly 河出書房新社 2019.11 9784309227801 10251516

The Routledge companion to gender and Japanese culture : hbk Coates Jennifer Routledge 2020 9781138895201 10251518

南北戦争のなかの女と男 : 愛国心と記憶のジェンダー史 Silber Nina 岩波書店 2016.4 9784000241755 10251576

アイデンティティ,コミュニティ,スペース 菊地 夏野 晃洋書房 2019.10 9784771032002 10251284

「小児性愛」という病 : それは、愛ではない 斉藤 章佳 ブックマン社 2019.11 9784893089267 10251603

痴漢とはなにか : 被害と冤罪をめぐる社会学 牧野 雅子 エトセトラブックス 2019.11 9784909910011 10251608

「災後」の記憶史 : メディアにみる関東大震災・伊勢湾台風 水出 幸輝 人文書院 2019.9 9784409241264 10251470

まちの居場所、施設ではなく。 : どうつくられ、運営、継承されるか 田中 康裕 水曜社 2019.11 9784880654751 10251555

はじめて学ぶ教育の制度と歴史 広岡 義之 ミネルヴァ書房 2019.11 9784623087723 10251556

新指導要録の解説と実務 中学校 無藤 隆 図書文化社 2019.11 9784810097399 10251530

アクティブラーニングのための学習評価法 : 形成的アセスメントの実践的方法 Clarke Shirley 関西大学出版部 2016.3 9784873546292 10251250

新しい地理の授業 : 高校「地理」新時代に向けた提案 千葉県高等学校教育研究会地理部会 二宮書店 2019.11 9784817604439 10251553

最新英語科教育法入門 土屋 澄男 研究社 2019.11 9784327375133 10251247

これからの英語の文字指導 : 書きやすく読みやすく 手島 良 研究社 2019.2 9784327411008 10251248

勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田 敦彦 SBクリエイティブ 2019.11 9784815603830 10251600

読書習慣が学力を決める 川島 隆太 致知出版社 2019.10 9784800912190 10251619

生きもの民俗誌 野本 寛一 昭和堂 2019.7 9784812218235 10251444

ヨーロッパ服飾物語 2 内村 理奈 北樹出版
2016.5-
2019.11

9784779306150 10251532

料理書と近代日本の食文化 東四柳 祥子 同成社 2019.10 9784886218308 10251230

トルコ料理の誘惑 : 私を虜にした食と文化 井藤 聖子 現代企画室 2019.10 9784773819038 10251529

海を渡ったスキヤキ : アメリカを虜にした和食 Sullivan Glenn 中央公論新社 2019.11 9784120052507 10251599

暦と行事の民俗誌 佐藤 健一郎 八坂書房 2019.10 9784896942668 10251272

われらみな食人種 (カニバル) : レヴィ=ストロース随想集 Lévi-Strauss Claude 1908-2009 創元社 2019.11 9784422390017 10251602

誰が科学を殺すのか : 科学技術立国「崩壊」の衝撃 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班 毎日新聞出版 2019.10 9784620326078 10251281

ナチス・ドイツの優生思想 : 断種と「安楽死」政策を検証する 中西 喜久司 文理閣 2019.11 9784892598531 10251581
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英国発人気ブランド!!PUKKAのハーブティーレシピ : ハーブの力で浄化し、育み、元
気になる

PoleSebastian KADOKAWA 2019.11 9784047348615 10251441

はじめてでもよくわかる!図面の読み方 飯島 晃良 成美堂出版 2019.11 9784415326719 10251262

Ambient : 深澤直人がデザインする生活の周囲 深澤 直人 現代企画室 2017.7 9784773817133 10251336

工芸とデザインの境目 = The boundary between kogei and design 深澤 直人 六耀社 2016.11 9784897378718 10251359

人の心と体に挑む環境デザイン : 芸術工学への挑戦 原田 昌幸 岐阜新聞社 2019.10 9784877972790 10251361

まちづくり解剖図鑑 片山 和俊 エクスナレッジ 2019.11 9784767826691 10251263

省エネ基準説明の義務 : 南雄三が説明したら… 南 雄三 建築技術 2019.11 9784767701653 10251557

日本近代の建築保存方法論 : 法隆寺昭和大修理と同時代の保存理念 青柳 憲昌 中央公論美術出版 2019.12 9784805508763 10251349

絵で見てわかる伝統建築の図鑑 斉藤 武行 秀和システム 2019.10 9784798057668 10251527

RC造・鉄骨造 瀬川 康秀 エクスナレッジ 2019.10 9784767826806 10251228

建築音響 阪上 公博 コロナ社 2019.12 9784339013634 10251539

現代住宅の納まり手帖 伊藤 博之 彰国社 2019.11 9784395321438 10251463

春夏秋冬のある暮らし : 機械や工業材料に頼らない住まいの環境づくり 金田 正夫 風土社 2019.10 9784863900554 10251538

福田パンものがたり 『福田パンものがたり』発刊委員会 謙徳BP営業部盛岡出版コミュニティー 2019.10 9784904870464 10251610

ようかん 虎屋虎屋文庫 新潮社 2019.10 9784103529514 10251259

近代日本の衣服産業 : 姫路市藤本仕立店にみる展開 岩本 真一 思文閣出版 2019.9 9784784219810 10251236

すてきなフルーツスタイリング : 切って、盛って、手みやげにもなる Suzuki Misako 世界文化社 2019.11 9784418193295 10251558

ポルトガル菓子図鑑 : お菓子の由来と作り方 : ルーツは修道院。知っておきたいポ
ルトガル菓子101選 = Um guia completo da doçaria Portugesa

Duarte Tomoko 誠文堂新光社 2019.11 9784416719145 10251528

ほうじ茶のお菓子 : ほっと心がほどける40レシピ 本間 節子 主婦の友社 2019.11 9784074398133 10251462

ニッポンお宝食材 : 風土が作り、人が育てる郷土のお取り寄せ帖 向笠 千恵子 小学館 2019.11 9784093887373 10251552

農産物・食品の市場と流通 日本農業市場学会 筑波書房 2019.3 9784811905495 10251254

縮小する日本社会 : 危機後の新しい豊かさを求めて 香坂 玲 勉誠出版 2019.10 9784585243021 10251276

日本が誇る世界かんがい施設遺産 古川 猛 東方通信社 2019.11 9784924508286 10251551

世界からコーヒーがなくなるまえに Leppänen Petri 青土社 2019.11 9784791772247 10251285

フランスチーズ図鑑 磯川 まどか 柴田書店 2019.12 9784388353538 10251546

海の食料資源の科学 : 持続可能な発展にむけて 佐藤 洋一郎 勉誠出版 2019.10 9784585243014 10251277

空間デザイン帖 : リアル・バーチャル = REAL, VIRTUAL, SPACE DESIGN 日本空間デザイン協会 日本空間デザイン協会 2019.10 9784815100056 10251440

西洋膳所ジョン・カナヤ麻布ものがたり : 伝説のレストランを創ったホテルマン金谷
鮮治とシェフ坂井宏行

小野 幸恵 春陽堂書店 2019.11 9784394903635 10251589
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お江戸ののれん 鈴木 進吾 柘植書房新社 2019.10 9784806807322 10251251

消費者と社会的課題 : ソーシャル・コンシューマーとしての社会的責任 大平 修司 千倉書房 2019.2 9784805111604 10251237

流通モード進化論 田村 正紀 千倉書房 2019.4 9784805111703 10251239

コンテナ物語 : 世界を変えたのは「箱」の発明だった Levinson Marc 日経BP 2019.10 9784822289935 10251275

観光ブランドの教科書 : 地域引力を生み出す 岩崎 邦彦 日本経済新聞出版社 2019.11 9784532323073 10251588

女王の肖像 : 切手蒐集の秘かな愉しみ = A portrait of the queen : the discreet
charm of philately

四方田 犬彦 工作舎 2019.10 9784875025139 10251273

攻めてるテレ東、愛されるテレ東 : 「番外地」テレビ局の生存戦略 太田 省一 東京大学出版会 2019.10 9784130530293 10251288

メルロ=ポンティの美学 : 芸術と同時性 川瀬 智之 青弓社 2019.10 9784787210548 10251446

教養の日本美術史 古田 亮 ミネルヴァ書房 2019.11 9784623085156 10251256

文化財学の基礎 : 文化財とは何か 古庄 浩明 三恵社 2018.3 9784864878326 10251326

街道でめぐる滋賀の歴史遺産 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 サンライズ出版 2019.10 9784883256648 10251541

文化財返還問題を考える : 負の遺産を清算するために 五十嵐 彰 岩波書店 2019.11 9784002710112 10251535

中華民国と文物 : 国家建設に果たした近代文物事業の役割 張 碧惠 早稲田大学出版部 2019.10 9784657198037 10251506

文化遺産と「復元学」 : 遺跡・建築・庭園復元の理論と実践 海野 聡 吉川弘文館 2019.12 9784642016629 10251243

彫刻家浅野孟府の時代 : 1900-1984 浅野 詠子 批評社 2019.10 9784826507028 10251523

イタリアの記念碑墓地 : その歴史と芸術 竹山 博英 言叢社 2007.6 9784862090201 10251231

対比でみる日本の仏像 : 鑑賞ポケットガイド 鈴木 喜博 パイインターナショナル 2019.11 9784756252371 10251542

西洋絵画のみかた : 語れるようになる 岡部 昌幸 成美堂出版 2019.12 9784415327655 10251464

セザンヌ=ゾラ往復書簡 : 1858-1887 Cézanne Paul 1839-1906 法政大学出版局 2019.10 9784588011030 10251269

ヒエロニムス・ボス : 奇想と驚異の図像学 神原 正明 勁草書房 2019.11 9784326800612 10251548

バスキアザ・ノートブックス Basquiat Jean-Michel フジテレビジョン 2019.9 9784908356117 10251233

現代感覚で描く水墨画の教科書 伊藤 昌 日貿出版社 2019.11 9784817021335 10251540

野生動物の描き方 : 生物の体の構造と仕組みをわかりやすく解説 Pond Tim ホビージャパン 2019.11 9784798620657 10251517

モルフォ人体デッサン : 形態学 (モルフォロジー) による人体を描くための新テクニッ
ク

Lauricella Michel グラフィック社 2019.10 9784766133684 10251362

Histoire(s) du manga moderne (1952-2020) : pbk. Pinon Matthieu Ynnis Éditions 2019 9782376970637 10251253

ナウシカ解読 稲葉 振一郎 勁草書房 2019.12 9784326654246 10251479

少年の名はジルベール 竹宮 恵子 小学館 2016.2 9784093884358 10251473

「コミックス」のメディア史 : モノとしての戦後マンガとその行方 山森 宙史 青弓社 2019.10 9784787234605 10251283
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クリスマスってなあに Bruna Dick 1927-2017 講談社 1982.10 4062002167 10251294

初山滋 : 永遠のモダニスト : 新装版 竹迫 祐子 河出書房新社 2019.8 9784309750408 10251465

グリッドシステム : グラフィックデザインのために : グラフィックデザイナー、タイポグ
ラファ、展示デザイナーのための手引き

Müller-Brockmann Josef 1914- ボーンデジタル 2019.11 9784862464484 10251325

ディテール・イン・タイポグラフィ : 読みやすい欧文組版のための基礎知識と考え方 Hochuli Jost Book & Design 2019.10 9784909718020 10251266

現代日本刀の生成 : 物質性をめぐる人類学的研究 青木 啓将 言叢社 2019.4 9784862090737 10251235

年鑑日本の空間デザイン : ディスプレイ・サイン・商環境 2020
年鑑日本の空間デザイン刊行委員会編集
部会

六耀社 1993.12- 9784815100070 10251318

自然界に学ぶデザイン 鈴木 伸夫 創英社/三省堂書店 2019.9 9784866590950 10251252

英雄的ドゥヴィーズ集 Paradin Claude ありな書房 2019.11 9784756619686 10251627

クリティカルデザインとはなにか? : 問いと物語を構築するためのデザイン理論入門 Malpass Matt ビー・エヌ・エヌ新社 2019.11 9784802511582 10251559

静寂から音楽が生まれる Schiff András 1953- 春秋社 2019.9 9784393936023 10251575

アメリカは歌う。 東 理夫 作品社 2019.11 9784861827624 10251592

AKB48 : pbk Galbraith Patrick W. Bloomsbury Academic 2019 9781501341113 10251278

ギャングスター・ラップの歴史 : スクーリー・Dからケンドリック・ラマーまで Baker Soren 1975- DU BOOKS 2019.9 9784866471020 10251232

台湾ローカル文化と中華文化 氷上 正 好文出版 2018.11 9784872202175 10251504

ドイツ演劇クロニクル 寺尾 格 彩流社 2019.10 9784779126161 10251282

歌舞伎 瀧口 雅仁 丸善出版 2019.10 9784621304365 10251453

忠臣蔵 瀧口 雅仁 丸善出版 2019.10 9784621304402 10251457

宝塚歌劇から東宝へ : 小林一三のアミューズメントセンター構想 伊井 春樹 ぺりかん社 2019.11 9784831515483 10251580

地球外生物学 : SF映画に「進化」を読む 倉谷 滋 工作舎 2019.11 9784875025153 10251583

聖者のレッスン : 東京大学映画講義 四方田 犬彦 河出書房新社 2019.10 9784309256436 10251271

映画監督神代辰巳 神代 辰巳 国書刊行会 2019.10 9784336065384 10251432

映画はこうしてつくられる 山田 宏一 草思社 2019.9 9784794224019 10251472

アメリカ文学と映画 = American literature and film 杉野 健太郎 三修社 2019.10 9784384059311 10251467

スティーヴン・キング映画&テレビコンプリートガイド Nathan Ian 竹書房 2019.11 9784801920859 10251438

サイレント映画の黄金時代 Brownlow Kevin 国書刊行会 2019.12 9784336065377 10251350

日本映画大学で実践しているドキュメンタリー映像制作の作法 安岡 卓治 玄光社 2019.10 9784768312469 10251234

ミヤザキワールド : 宮崎駿の闇と光 Napier Susan Jolliffe 1955- 早川書房 2019.11 9784152098924 10251564

講談 瀧口 雅仁 丸善出版 2019.10 9784621304372 10251454
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落語 瀧口 雅仁 丸善出版 2019.10 9784621304389 10251455

浪曲・怪談 瀧口 雅仁 丸善出版 2019.10 9784621304396 10251456

円谷幸吉命の手紙 松下 茂典 文藝春秋 2019.10 9784163911021 10251566

川上不白茶会記集 川上 不白 中央公論新社 2019.11 9784120052460 10251561

初期の和漢茶書 高橋 忠彦 淡交社 2019.11 9784473043313 10251447

スピーカーズ・コーチ : 誰でも伝え方がうまくなる60の秘訣 Shaw Graham CCCメディアハウス 2019.11 9784484191096 10251290

ちんちん千鳥のなく声は・犬は「びよ」と鳴いていた 山口 仲美 風間書房 2019.12 9784759922974 10251340

あて字の素姓 : 常用漢字表「付表」の辞典 田島 優 風媒社 2019.11 9784833121057 10251607

どうしてこう読む難読語の由来 中村 幸弘 右文書院 2019.11 9784842108070 10251289

中世の語彙 : 武士と和漢混淆の時代 安部 清哉 朝倉書店 2020.1 9784254516630 10251360

西夏文字典 贾 常业 甘肅文化出版社 2019.5 9787549017850 10251500

日本のアートディレクション = Art direction Japan 2019 東京アートディレクターズクラブ 東京アートディレクターズクラブ 2018.12- 9784568531190 10251227

Estampes japonaises, tirées de diverses collections et exposées au Musée des
Arts Décoratifs de Paris 1909-1914

v. 1 Musée des arts décoratifs Edition Synapse 2018 10251315

Estampes japonaises, tirées de diverses collections et exposées au Musée des
Arts Décoratifs de Paris 1909-1914

v. 2 Musée des arts décoratifs Edition Synapse 2018 10251316

Estampes japonaises, tirées de diverses collections et exposées au Musée des
Arts Décoratifs de Paris 1909-1914

v. 3 Musée des arts décoratifs Edition Synapse 2018 10251317

奈良絵本集 7 天理図書館 天理大学出版部 2018.12- 9784840695794 10251324

經覺私要鈔 第11 經覺 続群書類従完成会
1971.6-
2019.12

9784840652063 10251337

東寺廿一口供僧方評定引付 第3巻 伊藤 俊一 思文閣出版 2002.2- 9784784211852 10251338

東寺廿一口供僧方評定引付 第4巻 伊藤 俊一 思文閣出版 2002.2- 9784784212262 10251339

時慶記 第6巻 西洞院 時慶 本願寺出版社 2001.12- 9784653037668 10251521

宋書 第1册 卷第1至卷13 沈 約 中華書局 2018.8 10251508

宋書 第2册 卷第14至卷22 沈 約 中華書局 2018.8 10251509

宋書 第3册 卷第23至卷34 沈 約 中華書局 2018.8 10251510

宋書 第4册 卷第35至卷41 沈 約 中華書局 2018.8 10251511

宋書 第5册 卷第42至卷58 沈 約 中華書局 2018.8 10251512

宋書 第6册 卷第59至卷72 沈 約 中華書局 2018.8 10251513

宋書 第7册 卷第73至卷84 沈 約 中華書局 2018.8 10251514

宋書 第8册 卷第85至卷100 沈 約 中華書局 2018.8 10251515
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生活改善・反差別運動 ; 戦前期委任統治領「南洋群島」のハンセン病政策 藤野 豊 不二出版 2007.5 10251422

戦後無らい県運動 2 藤野 豊 不二出版 2007.5 10251423

戦後無らい県運動 ; 生殖管理政策 藤野 豊 不二出版 2007.5 10251424

日本MTL 第1号-第46号 平田 勝政 不二出版 2009.5 9784835056883 10251426

日本MTL 第47号-第93号 平田 勝政 不二出版 2009.5 9784835056890 10251427

日本MTL ; 楓の蔭 平田 勝政 不二出版 2009.5 9784835056906 10251428

楓の蔭 第172号-第264号 平田 勝政 不二出版 2009.5 9784835056913 10251429

近現代日本ハンセン病問題資料集成 補巻 : 別冊 藤野 豊 不二出版 2002.6- 9784835055824 10251425

日本MTL
「補巻16-19」解説・総目
次・索引

平田 勝政 不二出版 2009.5 9784835056920 10251430

Collected works of James Lord Bowes on Japanese art v. 1 粂 和沙 Edition Synapse 2015 10251433

Collected works of James Lord Bowes on Japanese art v. 2 粂 和沙 Edition Synapse 2015 10251434

Collected works of James Lord Bowes on Japanese art v. 3 粂 和沙 Edition Synapse 2015 10251435

Collected works of James Lord Bowes on Japanese art v. 4 粂 和沙 Edition Synapse 2015 10251436

Collected works of James Lord Bowes on Japanese art v. 5 粂 和沙 Edition Synapse 2015 10251437
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■いたみ稲野キャンパス

医師事務作業補助者のための実務Q&A80 : 重要課題をピックアップ! 小林 利彦 洋學社 2019.10 9784908296154 92045915

女性の職業のすべて 2021年版 女性の職業研究会 啓明書房 [2001.10]- 9784767112923 92045916

幼稚園教諭になるには 大豆生田 啓友 ぺりかん社 2019.12 9784831515506 92045918

名医が教える寿命を延ばす恋愛医学 森田 豊 扶桑社 2019.11 9784594083311 20107262

コンピュータ概論 安井 浩之 オーム社 2019.11 9784274224683 20107257

図説バルカンの歴史 柴 宜弘 河出書房新社 2019.11 9784309762883 20107263

図説ヨーロッパの紋章 浜本 隆志 河出書房新社 2019.10 9784309762876 20107256

身銭を切れ : 「リスクを生きる」人だけが知っている人生の本質 TalebNassim Nicholas ダイヤモンド社 2019.12 9784478103814 20107259

銀行のしくみ : イラスト図解 戸谷 圭子 日本実業出版社 2019.10 9784534057297 20107258

ポジティブなこころの科学 : 人と社会のよりよい関わりをめざして 堀毛 一也 サイエンス社 2019.12 9784781914589 20107261

国語力が身につく教室 : できると思われる読解・文章・会話の基本 斉藤 孝 大和書房 2019.12 9784479797074 20107265

労働法全書 令和2年版 労務行政研究所 労務行政 2005.10- 9784845293452 20107264

美術年鑑 2020 美術年鑑社 美術年鑑社 1961- 9784892102264 20107255
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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。)
穴八幡神社遺跡 : (仮称)新宿区西早稲田一丁目PJ建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 : 東京都新宿区

2 中野技術 リーガル不動産 2019.10 14049132

徳斎日新録・出たらめ草 東京都台東区教育委員会生涯学習課 台東区教育委員会 2019.3 14049121

一の沢遺跡(5次) : 山梨県笛吹市 : 笛吹市境川地区浄・配水場建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書

笛吹市教育委員会 笛吹市教育委員会 2013 14049116

市内遺跡発掘調査報告書 : 山梨県笛吹市 平成29年度 笛吹市教育委員会 笛吹市教育委員会 2019.3 14049117

野尻遺跡発掘調査報告書 平成28年度2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

2016.3- 14049119

滋賀県神崎郡石田遺跡 : 能登川駅西土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書 遺構図版編 能登川町教育委員会
能登川町教育委員会 : 能登川町埋蔵文化財セン
ター

2004.12-
2005.3

14049107

滋賀県神崎郡石田遺跡 : 能登川駅西土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書 遺構編 能登川町教育委員会
能登川町教育委員会 : 能登川町埋蔵文化財セン
ター

2004.12-
2005.3

14049106

滋賀県神崎郡石田遺跡 : 能登川駅西土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書 遺物図版編 能登川町教育委員会
能登川町教育委員会 : 能登川町埋蔵文化財セン
ター

2004.12-
2005.3

14049109

滋賀県神崎郡石田遺跡 : 能登川駅西土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書 遺物編 能登川町教育委員会
能登川町教育委員会 : 能登川町埋蔵文化財セン
ター

2004.12-
2005.3

14049108

嵯峨遺跡 : 埋蔵文化財発掘調査報告書 国際文化財株式会社 国際文化財 2019.3 14049143

長岡京左京二条四坊一町跡・東土川遺跡 : 埋蔵文化財発掘調査報告書 国際文化財株式会社 国際文化財 2018.8 14049141

平安京右京七条一坊四町跡・堂ノ口町遺跡 : 埋蔵文化財発掘調査報告書 国際文化財株式会社 国際文化財 2019.3 14049140

平安京左京四条二坊十六町跡・本能寺城跡 国際文化財株式会社西日本支店 国際文化財株式会社西日本支店 2017.3 14049139

平安京左京六条二坊十一町跡烏丸綾小路遺跡発掘調査報告書 文化財サービス 文化財サービス 2019.10 14049112

法性寺跡 : 埋蔵文化財発掘調査報告書 国際文化財株式会社 国際文化財 2017.10 14049142

植物園北遺跡 [2019年5月] 京都市埋蔵文化財研究所 京都市埋蔵文化財研究所 2007.6- 14049148

平安京右京七条一坊十二町跡 京都市埋蔵文化財研究所 京都市埋蔵文化財研究所 2019.10 14049146

周山廃寺 京都市埋蔵文化財研究所 京都市埋蔵文化財研究所 2019.3 14049150

平安京右京六条一坊十一・十四町跡 京都市埋蔵文化財研究所 京都市埋蔵文化財研究所 2019.3 14049149

平安京右京一条二坊十六町跡 京都市埋蔵文化財研究所 京都市埋蔵文化財研究所 2019.9 14049147

平安京右京二条二坊十二町跡・西ノ京遺跡 京都市埋蔵文化財研究所 京都市埋蔵文化財研究所 2019.11 14049145

平安京左京一条四坊十五町跡・公家町遺跡 京都市埋蔵文化財研究所 京都市埋蔵文化財研究所 2019.12 14049144

芦生の森 : 森の魅力を探る : 平成31年度春季企画展 南丹市立文化博物館 南丹市立文化博物館 2019.4 14049113

園部藩の歴史と文化 : 園部藩立藩400年記念・令和元年度秋季特別展 南丹市立文化博物館 南丹市立文化博物館 2019.10 14049114

江戸時代のくらし : 博物館がもっとおもしろくなる!! : 令和元年度夏季企画展図録 南丹市立文化博物館 南丹市立文化博物館 2019.7 14049130

中田遺跡(第57次調査) 八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会 2019.3 14049127

由義寺発見! : 国史跡指定記念 : 令和元年度特別展/ 八尾市立歴史民俗資料館指
定管理者八尾市文化財調査研究会編

八尾市立歴史民俗資料館
八尾市立歴史民俗資料館指定管理者八尾市文化
財調査研究会

2019.10 14049118
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I恩智遺跡(第47次調査) ; II東弓削遺跡(第32次調査) ; III東弓削遺跡(第34次調査) :
下水工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会 2019.3 14049128

I薗光寺跡(第2～6次調査) ; II郡川遺跡(第30次調査) 八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会 2019.3 14049129

近現代和泉の調査・研究 2 市史編さん室 和泉市教育委員会 2019.3- 14049115

文化財保護のてびき [2019] 羽曳野市教育委員会 羽曳野市教育委員会 1999.3- 14049137

三木金物産業史と黒田清右衛門家 三木市立みき歴史資料館 三木市立みき歴史資料館 2019.10 14049131

町並み保存修理記録 : 篠山市篠山重要伝統的建造物群保存地区 12 篠山市教育委員会 篠山市教育委員会 2014.6- 14049135

町並み保存修理記録 : 篠山市篠山重要伝統的建造物群保存地区 13 篠山市教育委員会 篠山市教育委員会 2014.6- 14049136

清水谷尻 (しみずだにじり) 3号墳・下焼 (しもやけ) ス遺跡・西焼 (にしやけ) ス遺跡 :
一般県道倉吉東伯線(津原工区)改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

倉吉市教育委員会 倉吉市教育委員会 2018.11 14049133

倉吉市内遺跡分布調査報告書 20 倉吉市教育委員会 倉吉市教育委員会 1987- 14049134

川原宮III遺跡 島根県埋蔵文化財調査センター 島根県教育委員会 2019.9 14049125

堤ノ上遺跡 : L.C.C.ういんぐ移設事業に伴う発掘調査報告書 松江市教育委員会 島根県松江市 : 松江市スポーツ・文化振興財団 2019.9 14049124

西条土与丸二丁目1号遺跡発掘調査報告書 : 住宅団地造成に係る発掘調査 イビソク イビソク 2019.9 14049111

福原遺跡発掘調査報告書 : 寺家1期宅地造成計画に伴う発掘調査 イビソク イビソク 2019.9 14049110

史跡高知城跡 : 梅ノ段北側石垣復旧工事調査概要報告書 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 2019.3 14049122

高知城跡北曲輪 : 高知県保健衛生総合庁舎建設に伴う発掘調査報告書 高知県文化財団埋蔵文化財センター 高知県 : 高知県文化財団埋蔵文化財センター 2019.3 14049123

特別史跡西都原古墳群 : 発掘調査・保存整備概要報告書 21 宮崎県教育庁文化課 宮崎県教育委員会 1996- 14049120

タイ : 仏の国の輝き : 日タイ修好130周年記念特別展 九州国立博物館 日本経済新聞社 2017.4 14049126

Excavations at Emeelt Tolgoi site : the third report on Joint Mongolian-Japanese
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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

ガンジスに還る : Hotel salvation Bhutiani Shubhashish ビターズ・エンド 2019.5 10251389

フランコフォニア : ルーブルの記憶 : 著作権処理済 Sokurov Aleksandr 1951- シネマクガフィン (発売) c2015 10251372

おでんちゃんの寺子屋規則 : 著作権処理済 油井 宏子 紀伊国屋書店 : 柏書房 [2007.3] 10251310

江戸の大商家のきまりごと : 著作権処理済 油井 宏子 紀伊国屋書店 : 柏書房 [2007.3] 10251312

村を捨てた農民・利助 : 著作権処理済 油井 宏子 紀伊国屋書店 : 柏書房 [2007.3] 10251314

村を守る : 夜回りの取りきめ : 著作権処理済 油井 宏子 紀伊国屋書店 : 柏書房 [2007.3] 10251311

店を逃げ出した奉公人 : 著作権処理済 油井 宏子 紀伊国屋書店 : 柏書房 [2007.3] 10251313

ひとりひとりの戦場 : 完全版 楠山 忠之 天空 : オリオフィルムズ (発売) 2015 10251388

アフガニスタン用水路が運ぶ恵みと平和 : [ライブラリー価格] 谷津 賢二 日本電波ニュース社 2016 10251387

古代エジプト : 民が支えた3000年の繁栄 : 販売専用 日本放送協会 NHKエンタープライズ 2012.9 10251373

古代ギリシャ : "白い"文明の真実 : 販売専用 日本放送協会 NHKエンタープライズ 2012.9 10251374

日本 : 巨大古墳の謎 : 販売専用 日本放送協会 NHKエンタープライズ 2012.9 10251375

姑蘇繁華図 : 18世紀蘇州の光と影
個人貸出・館内上演権
付

岩波映像株式会社 岩波映像 (販売) [20--] 10251391

清明上河圖 : 北宋首都・汴京繁盛記
個人貸出・館内上演権
付

岩波映像株式会社 岩波映像 (販売) [20--] 10251390

ヴィーナスの舞い降りた街 : フィレンツェ:ボッティチェリ ヴェネチア:ティツィアーノ Botticelli Sandro 1444 or 5-1510 日経映像 (発売) [200-] 10251379

オランダの光と影 : ルーベンス, フェルメール, レンブラント, ゴッホ Rubens Peter Paul Sir 1577-1640 日経映像 (発売) [200-?] 10251381

オルセー美術館 : マネ セザンヌ モネ ルノアール ゴーガン ゴッホ 日経映像 日経映像 (発売) [200-] 10251376

パリの夜と夢 : ロートレック マリー・ローランサン モディリアーニ Toulouse-Lautrec Henri de 1864-1901 日経映像 (発売) [200-] 10251377

ルネサンスの巨匠 : レオナルド・ダ・ヴィンチ ミケランジェロ ラファエロ Leonardo da Vinci 1452-1519 日経映像 (発売) [200-] 10251378

宿命の女とラファエル前派 : ロセッティ, ミレイ 日経映像 日経映像 (発売) [200-?] 10251383

世紀末からのメッセージ : モロー, クリムト Moreau Gustave 1826-1898 日経映像 (発売) [200-?] 10251382

浮世絵とジャポニズム : 浮世絵 (写楽・歌麿・広重), ホイッスラー 喜多川 歌麿 日経映像 (発売) [200-?] 10251385

北の画家神秘の世界 : ムンク, ノルデ Munch Edvard 1863-1944 日経映像 (発売) [200-?] 10251384

魅惑のスペイン : ベラスケス, ゴヤ, ガウディ, ピカソ Velázquez Diego 1599-1660 日経映像 (発売) [200-?] 10251380

漢字かな交じりの書 青木 香流 天来書院 2012 9784887152526 10251366

金子卓義 : 太古への夢 金子 卓義 天来書院 2012 9784887152656 10251371
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思い出の硯がよみがえる 中村 紘子 天来書院 2012 9784887152632 10251369

拓本を採る 金子 和子 天来書院 2012 9784887152564 10251367

日本の紙で作品を作りたい 石原 美歩 天来書院 2012 9784887152649 10251370

筆を変えると作品も変わる? 石飛 博光 天来書院 2012 9784887152571 10251368

一枚を念ずるごとく : 本美濃紙保存会 : 重要無形文化財総合指定 ; 今に生きる : 手
漉和紙 : 石州半紙久保田保一 : 重要無形文化財総合指定技術保持者

グレートデン グレートデン [200-?] 10251420

手漉きの伝統 : 細川紙 : 細川紙福島喜通 : 重要無形文化財保持団体技術保持者 ;
雅の景色を装う : 唐紙製作 : 唐紙製作千田長次郎 : 選定保存技術保持者

グレートデン グレートデン [200-?] 10251421

色絵磁器のシンフォニー : 色鍋島十三代今泉今右衛門 : 重要無形文化財総合指定
技術保持者 ; 白い磁肌に挑む : 14代柿右衛門の世界 : 14代酒井田柿右衛門(52
歳) : 重要無形文化財保持団体技術保持者

グレートデン グレートデン [200-?] 10251407

赤い土と炎の里 : 琉球陶器金城次郎(75歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ;
みだりに昔をくずさぬよう : 小鹿田焼 : 記録作成等の無形文化財

グレートデン グレートデン [200-?] 10251406

千三百度の炎を操る : 鉄釉陶器清水卯一(60歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持
者) ; 緋の景色, 土と炎のシンフォニー : 備前焼山本陶秀(81歳) : 人間国宝(重要無
形文化財保持者)

グレートデン グレートデン [200-?] 10251408

鳥に託す色絵の夢 : 色絵磁器藤本能道(69歳) : 人間国宝(重要無形文化財技術保
持者) ; 現代の鬼師 : 屋根瓦製作小林章男(66歳) : 選定保存技術保持者

グレートデン グレートデン [200-?] 10251409

奥能登風雪に生きる ; 甦える女の髪 : 漆刷毛 : 漆刷毛製作八代泉清吉(75歳) : 選
定保存技術保持者

グレートデン グレートデン [200-?] 10251418

古都奈良雅を守る漆芸 : 漆工品修理北村大通(77歳) : 選定保存技術保持者 ; 漆の
美を支えて : 吉野紙 : 吉野紙漆濾紙製作昆布一夫(65歳) : 選定保存技術保持者

グレートデン グレートデン [200-?] 10251419

漆芸の完成を求めて : 蒟醬磯井正美(60歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ;
色漆の心を彫る : 彫漆音丸耕堂(88歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者)

グレートデン グレートデン [200-?] 10251416

漆箱の宇宙 : 蒔絵大場松魚(71歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ; 蒔絵筆,
強くしなやかに : 村田九郎兵衛の世界 : 蒔絵筆製作村田九郎兵衛(72歳) : 選定保
存技術保持者

グレートデン グレートデン [200-?] 10251415

飾りなき漆の美 : 髹漆増村益城(76歳) : 人間国宝(重要無形文化財技術保持者) ;
華を蒔く : 蒔絵寺井直次(75歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者)

グレートデン グレートデン [200-?] 10251417

雅の伝承 : 有職織物・羅 : 有職織物・羅喜多川平朗(90歳) : 人間国宝(重要無形文
化財保持者) ; 金襴を織る : 表具用古代裂製作広瀬敏雄(71歳) : 選定保存技術保
持者

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251396

織は人なり人は心なり : 紬縞織・絣織宗廣力三(73歳) : 人間国宝(重要無形文化財
保持者) ; 幽玄の天地を染める : 友禅羽田登喜男(77歳) : 人間国宝(重要無形文化
財保持者)

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251392

青が織り成すひと文様 : 宮古上布 : 宮古上布保持団体 : 重要無形文化財総合指定
; 充実の無を追う : 江戸小紋小宮康孝(60歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者)

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251395

雪中に織る : 小千谷縮・越後上布 : 重要無形文化財保持団体 ; 家族の心をひとつ
に織る : 本場結城紬技術保持協会 : 重要無形文化財総合指定

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251398

品格の薫りを染めて : 友禅森口華弘 : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ; いま浮
世絵にあるごとく : 有松鳴海絞 : 記録作成等の無形文化財

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251393

無限の縞 : 伊勢型紙縞彫児玉博(78歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ; 無心
の糸 : 伊勢型紙・糸入れ城ノ口みゑ(70歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者)

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251397

琉球の女を紡ぐ : 喜如嘉の芭蕉布 : 喜如嘉の芭蕉布平良敏子(65歳) : 重要無形文
化財総合指定技術保持者 ; 藍の華を育む : 広瀬絣 : 広瀬絣技術者会 : 記録作成
等の無形文化財

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251394

桐にいのちを : 美術工芸品保存桐箱製作前田友斎(61歳) : 選定保存技術保持者 ;
木の息を聴く : 美術工芸品保存桐箱製作上田淑宏(62歳) : 選定保存技術保持者

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251410
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彩りをかざる : 木象嵌秋山逸生(86歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ; 能の
心を打つ : 現代の夜叉王 : 能楽面製作修理長沢氏春(76歳) : 選定保存技術保持者

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251413

樹と語る匠 : 宮大工棟梁 : 建造物木工西岡常一(78歳) : 選定保存技術保持者 ; か
しらに生命をこめる : 文楽人形製作修理四代大江巳之助(80歳) : 選定保存技術保
持者

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251414

竹と語り美を編む : 竹工芸飯塚小玕斎(67歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ;
歴史の美をまもる : 木造彫刻修理財団法人美術院 : 選定保存技術保持団体

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251411

木に魅入られて : 木工芸大野昭和斎(74歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ;
美しく繊細に-- : 桐くりものに賭ける : 木工芸中薹瑞真(74歳) : 人間国宝(重要無形
文化財保持者)

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251412

漆芸を支えた鎚音 : 漆掻き用具製作中畑長次郎(75歳) : 選定保存技術保持者 ; 剛
の装雅びの拵え : 刀装甲冑金具製作修理宮島市郎(73歳) : 選定保存技術保持者

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251404

鉄・炎に生きる : 茶の湯釜角谷一圭(82歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ; 鎚
音響く器 : 燕の鎚起銅器製作技術 : 記録作成等の無形文化財

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251403

鉄に魂を打ち込む : 日本刀月山貞一(79歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ;
鍛えてしなやかに : 日本刀隅谷正峯(66歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者)

グレートデン グレートデン [200-?] 10251400

白銀師 : 刀装職人 : 刀装金具(鎺)制作修理赤野栄一 : 選定保存技術保持者 ; 輝き
を仕つらえる : 上代飾金具製作修理金江宗観 : 選定保存技術保持者

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251405

梵鐘心の響きを求めて : 梵鐘香取正彦(87歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者)
; 神器を磨く : 鋳鏡研磨山本凰龍(70歳) : 記録作成等の無形文化財

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251399

甦る日本美 : 刀剣研磨本阿彌日洲(78歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ; 研
ぐ, 刃は白く、地は青く : 刀剣研磨小野光敬(74歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持
者)

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251401

鏨が刻む自然の心 : 彫金鹿島一谷(88歳) : 人間国宝(重要無形文化財保持者) ; 炎
にたくす技と命 : たたら・玉鋼製造 : 玉鋼製造安部由蔵(86歳), 木原明(52歳) : 選定
保存技術保持者

: 公共機関用 グレートデン グレートデン [200-?] 10251402

利休の茶 : [学校用教材] 桜映画社 桜映画社 (発売) 2009 10251386

初級の指導 上映権・貸出権付 高見澤 孟 アスク出版 2008.9 9784872176841 10251364

中上級の指導 上映権・貸出権付 高見澤 孟 アスク出版 2008.9 9784872176858 10251365

日本語の音声 上映権・貸出権付 高見澤 孟 アスク出版 2008.9 9784872176834 10251363
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