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■さくら夙川キャンパス

世界国勢図会 : 世界がわかるデータブック 2020/21年版(第31版) 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2020.9 9784875494553 10254625

家計調査年報 令和元年 1 家計収支編 総務省統計局 日本統計協会 2020.8 9784822340940 10254609

文部科学白書 : 特集:教育の情報化〜GIGAスクール構想の実現に向けて〜 : ラグ
ビーワールドカップ2019日本大会の軌跡とレガシー

令和元年度 文部科学省 サンワ 2020.7 9784990971236 10254608

学生の消費生活に関する実態調査報告書
第55回(2019年10月-11
月実施)

全国大学生活協同組合連合会 2020.3 10254607

パーリ語佛教辞典 雲井 昭善 山喜房佛書林 2008.7 9784796308908 10254650

地球の歩き方
A04 湖水地方&スコット
ランド '21-'22

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478824979 91067723

地球の歩き方
A07 パリ&近郊の町
'21-'22

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478824856 91067711

地球の歩き方 A14 ドイツ '21-'22 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478824863 91067710

地球の歩き方
A19 オランダ ベルギー
ルクセンブルク '21-'22

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478824993 91067724

地球の歩き方
C07 ニューカレドニア
'21-'22

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478825020 91067725

地球の歩き方 D18 バンコク '21-'22 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478825006 91067726

地球の歩き方 D21 ベトナム '21-'22 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478825075 91067727

地球の歩き方 D23 ラオス '21-'22 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020 9784478825068 91067728

地球の歩き方
D24 ミャンマー(ビルマ)
'20-'21

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2019- 9784478824580 91067722

人生が面白くなる学びのわざ 斉藤 孝 NHK出版 2020.4 9784144072567 10254623

アフターソーシャルメディア : 多すぎる情報といかに付き合うか 法政大学大学院メディア環境設計研究所 日経BP 2020.6 9784296105618 10254671

行動を変えるデザイン : 心理学と行動経済学をプロダクトデザインに活用する Wendel Stephen オライリー・ジャパン 2020.6 9784873119144 10254517

図書館・図書館学の発展 : 2010年代を中心に 日本図書館研究会『図書館界』編集委員会 日本図書館研究会 2020.3 9784930992277 10254601

市民活動資料の保存と公開 : 草の根の資料を活用するために 平川 千宏 日外アソシエーツ 2020.5 9784816928277 10254665

「読む」って、どんなこと? 高橋 源一郎 NHK出版 2020.7 9784144072550 10254622

本の世界をめぐる冒険 ナカムラ クニオ NHK出版 2020.7 9784144072581 10254624

「美しい本」の文化誌 : 装幀百十年の系譜 臼田 捷治 Book & Design 2020.4 9784909718037 10254686

･ 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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世界現代怪異事典 朝里 樹 笠間書院 2020.6 9784305709257 10254669

贈与の系譜学 湯浅 博雄 講談社 2020.6 9784065194393 10254560

考える教室 : 大人のための哲学入門 若松 英輔 NHK出版 2019.4 9784144072413 10254617

実験哲学入門 鈴木 貴之 勁草書房 2020.6 9784326102822 10254677

論理学の驚き : 哲学的論理学入門 加地 大介 教育評論社 2020.6 9784866240275 10254556

マンガでわかる!自分の頭で考えるための思考実験 北村 良子 河出書房新社 2020.6 9784309290867 10254551

反「近代」の思想 : 荻生徂徠と現代 舩橋 晴雄 中央公論新社 2020.6 9784120053122 10254532

秦漢思想史研究 金谷 治 平楽寺書店 1981.8 483130204X 10254649

先秦思想史上の墨家 岡本 光生 汲古書院 2020.4 9784762966590 10254637

死ぬときに後悔しない方法 Seneca Lucius Annaeus 文響社 2020.6 9784866512297 10254566

怒らない方法 Seneca Lucius Annaeus ca. 4 B.C.-65 A.D. 文響社 2020.6 9784866512280 10254567

人と仲良くする方法 : 2000年前からローマの哲人は知っていた Cicero Marcus Tullius 文響社 2020.6 9784866512303 10254565

ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究 : 出来事, 運命愛, そして永久革命 鹿野 祐嗣 岩波書店 2020.2 9784000613927 10254646

コーチング・バイブル : 人の潜在力を引き出す協働的コミュニケーション Kimsey-House Henry 1953- 東洋経済新報社 2020.7 9784492557945 10254675

クラインとウィニコット : 臨床パラダイムの比較と対話 Abram Jan 岩崎学術出版社 2020.6 9784753311682 10254614

The witchcraft reader : pbk Oldridge Darren 1966- Routledge 2020 9781138565425 10254602

自由意志 : スキナー/デネット/リベット 青山 拓央 岩波書店 2020.6 9784000077972 10254546

前近代日本の病気治療と呪術 小山 聡子 思文閣出版 2020.4 9784784219889 10254578

ラルースギリシア・ローマ神話大事典 Belfiore Jean-Claude 大修館書店 2020.7 9784469012897 10254604

ブッダが教える愉快な生き方 藤田 一照 NHK出版 2019.7 9784144072444 10254619

和訳パーリ語仏教読本 水野 弘元 山喜房佛書林 2001.10 4796301259 10254653

補陀洛信仰の研究 神野 富一 山喜房佛書林 2010.3 9784796302050 10254654

皇太后の山寺 : 山科安祥寺の創建と古代山林寺院 上原 真人 柳原出版 2007.3 9784840950176 10254638

一遍ひじり絵 : 遊行念仏者の生涯 現代語訳 橘 俊道 山喜房仏書林 1978.3 10254652

本願寺教団と中近世社会 草野 顕之 法藏館 2020.6 9784831877284 10254522

中世の中日禅宗交流史 釈 会忍 山喜房佛書林 2015.8 9784796302562 10254651

良寛 : 人と書芸術の完成 小島 正芳 考古堂書店 2020.5 9784874998847 10254674

『死海文書』物語 : どのように発見され、読まれてきたか Collins John Joseph 1946- 教文館 2020.5 9784764267428 10254557
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日本宣教を阻む5つの障壁 Lu David John 1928- いのちのことば社 2020.6 9784264041689 10254562

大航海時代の海域アジアと琉球 : レキオスを求めて 中島 楽章 思文閣出版 2020.8 9784784219896 10254657

世界文学へのいざない : 危機の時代に何を、どう読むか 小倉 孝誠 新曜社 2020.6 9784788516830 10254552

神を待ちのぞむ Weil Simone 1909-1943 河出書房新社 2020.8 9784309619989 10254537

龍之介の芭蕉・龍之介の子規 伊藤 一郎 翰林書房 2020.5 9784877374518 10254662

鷗外文学の生成と変容 : 心理学的近代の脱構築 新井 正人 七月社 2020.6 9784909544094 10254643

役に立つ古典 安田 登 NHK出版 2019.7 9784144072451 10254620

和歌の誕生 : 歌謡時代における和歌の形成過程 中尾 彰男 さんこう社 2020.6 9784902386813 10254647

元禄名家句集略注 上嶋鬼貫篇 田中 善信 新典社 2014.12- 9784787906472 10254527

無常の鐘声 : 平家物語 松尾 葦江 花鳥社 2020.7 9784909832221 10254641

流浪の月 凪良 ゆう 東京創元社 2019.8 9784488028022 10254543

美しく着ることは、美しく暮すこと 花森 安治 暮しの手帖社 2020.5 9784766002164 10254685

紫式部日記・集の新世界 横井 孝 武蔵野書院 2020.5 9784838604890 10254687

吉本隆明全集 23 1987-1989 吉本 隆明 晶文社 2020.8 9784794971234 10254679

アーモンド 孫 元平 祥伝社 2019.7 9784396635688 10254542

スコットランド文学の深層 : 場所・言語・想像力 木村 正俊 春風社 2020.5 9784861106897 10254642

フラッシュ : 或る伝記 Woolf Virginia 1882-1941 白水社 2020.6 9784560072295 10254568

アンシャン・レジームの放蕩とメランコリー : 繊細さの原則 Delon Michel 水声社 2020.6 9784801005013 10254541

もっと試験に出る哲学 : 「入試問題」で東洋思想に入門する 斎藤 哲也 NHK出版 2020.5 9784140886229 10254574

関ケ原大乱、本当の勝者 白峰 旬 朝日新聞出版 2020.6 9784022950802 10254572

人事の古代史 : 律令官人制からみた古代日本 十川 陽一 筑摩書房 2020.6 9784480073112 10254570

教育は何を評価してきたのか 本田 由紀 岩波書店 2020.3 9784004318293 10254591

海洋プラスチック : 永遠のごみの行方 保坂 直紀 KADOKAWA 2020.6 9784040823430 10254573

音楽が聴けなくなる日 宮台 真司 集英社 2020.5 9784087211238 10254571

翻訳の授業 : 東京大学最終講義 山本 史郎 朝日新聞出版 2020.6 9784022950680 10254569

Guns, germs and steel : a short history of everybody for the last 13,000 years : pbk Diamond Jared M. Vintage 2017 9780099302780 10254681

第二次欧洲大戦前史と緒戦 : 外交・思潮・人物像 清沢 洌 書肆心水 2020.6 9784910213040 10254645

大配石と異形の土偶 : 金生遺跡 新津 健 新泉社 2020.8 9784787720368 10254511
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高山寺経蔵の形成と伝承 高山寺典籍文書綜合調査団 汲古書院 2020.3 9784762936463 10254655

もう一つ上の日本史 : 『日本国紀』読書ノート 古代-近世篇 浮世 博史 幻戯書房
2020.3-
2020.4

9784864881913 10254544

もう一つ上の日本史 : 『日本国紀』読書ノート 近代-現代篇 浮世 博史 幻戯書房
2020.3-
2020.4

9784864881920 10254545

縄文王国やまなし = Jomon kingdom, Yamanashi 九州国立博物館 求龍堂 2019.10 9784763019271 10254627

弥生時代の東西交流 : 広域的な連動性を考える 西相模考古学研究会 六一書房 2020.5 9784864451314 10254521

テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編 新古代史の会 吉川弘文館 2020.6 9784642083843 10254513

テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編 新古代史の会 吉川弘文館 2020.6 9784642083850 10254512

玉からみた古墳時代の開始と社会変革 谷澤 亜里 同成社 2020.4 9784886218353 10254597

中世墓の終焉と石造物 狭川 真一 高志書院 2020.6 9784862152084 10254640

室町幕府分裂と畿内近国の胎動 天野 忠幸 吉川弘文館 2020.8 9784642068512 10254692

享徳の乱と戦国時代 久保 健一郎 吉川弘文館 2020.5 9784642068482 10254690

地図でスッと頭に入る戦国時代 小和田 哲男 昭文社 2020.6 9784398144546 10254516

大内氏の興亡と西日本社会 長谷川 博史 吉川弘文館 2020.7 9784642068505 10254691

明日のための近代史 : 世界史と日本史が織りなす史実 伊勢 弘志 芙蓉書房出版 2020.6 9784829507933 10254580

中世南奥羽の地域諸相 岡田 清一 汲古書院 2019.11 9784762942297 10254508

飛鳥時代の東国 井上 尚明 高志書院 2020.6 9784862152091 10254648

中世東国の村落形成 : 中世前期常陸国を中心に 高橋 裕文 岩田書院 2020.5 9784866020976 10254529

名勝旧大乗院庭園 本文編 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 2020.6 9784642093590 10254594

名勝旧大乗院庭園 図版・資料編 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 2020.6 9784642093606 10254595

東アジアにおける皇帝権力と国際秩序 : 金子修一先生古稀記念論文集 金子修一先生古稀記念論文集編集委員会 金子修一先生古稀記念論文集編集委員会 2020.3 9784762995712 10254635

燉煌文書の研究 土肥 義和 汲古書院 2020.7 9784762960567 10254510

唐王朝の身分制支配と「百姓」 山根 清志 汲古書院 2020.6 9784762960574 10254509

香港の歴史 : 東洋と西洋の間に立つ人々 Carroll John M. 明石書店 2020.7 9784750350172 10254539

黒死病 : 疫病の社会史 : 新装版 Cantor Norman F. 青土社 2020.6 9784791772865 10254587

風刺画とジョークが描いたヒトラーの帝国 若林 悠 現代書館 2020.6 9784768458815 10254518

平等をめざす、バブーフの陰謀 Buonarroti Philippe 1761-1837 法政大学出版局 2020.6 9784588011177 10254540

ナポレオン戦争 : 十八世紀の危機から世界大戦へ Rapport Michael 白水社 2020.7 9784560097809 10254585

佐々木荘助近代物流の先達 : 飛脚から陸運の政商へ 松田 裕之 冨山房インターナショナル 2020.6 9784866000770 10254661
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古地図で楽しむ富士山 大高 康正 風媒社 2020.7 9784833101905 10254676

「中国の時代」の越え方 : 一九六〇年の世界革命から二〇二〇年の米中衝突へ 矢吹 晋 白水社 2020.8 9784560097663 10254656

中国は社会主義か 芦田 文夫 かもがわ出版 2020.6 9784780310948 10254520

活動の奇跡 : アーレント政治理論と哲学カフェ 三浦 隆宏 法政大学出版局 2020.6 9784588130304 10254682

特高警察体制史 : 社会運動抑圧取締の構造と実態 荻野 富士夫 明誠書林 2020.6 9784909942081 10254639

地域自治の比較社会学 : 日本とドイツ 山崎 仁朗 東信堂 2020.5 9784798916255 10254636

外交官の文章 : もう一つの近代日本比較文化史 芳賀 徹 筑摩書房 2020.6 9784480861191 10254688

中国の近代的刑事裁判 : 刑事司法改革からみる中国近代法史 久保 茉莉子 東京大学出版会 2020.6 9784130261654 10254644

新型コロナはいかに世界を変えたか? = The chronicle of new coronavirus disaster
covid-19

枻出版社 2020.6 9784777959549 10254613

チョンキンマンションのボスは知っている : アングラ経済の人類学 = Hekima ya bosi
wa Chungking Mansions

小川 さやか 春秋社 2019.7 9784393333716 10254535

近代ヨーロッパと人の移動 : 植民地・労働・家族・強制 北村 暁夫 山川出版社 2020.5 9784634672512 10254523

住友近代史の研究 住友史料館 ミネルヴァ書房 2020.5 9784623088539 10254634

高校生のための税金入門 = An introduction to tax for high school students 小塚 真啓 三省堂 2020.6 9784385360874 10254563

支援と物語 (ナラティヴ) の社会学 : 非行からの離脱、精神疾患、小児科医、高次脳
機能障害、自死遺族の体験の語りをめぐって

水津 嘉克 生活書院 2020.6 9784865001136 10254514

戦争をいかに語り継ぐか : 「映像」と「証言」から考える戦後史 水島 久光 NHK出版 2020.6 9784140912638 10254590

現代アフリカ文化の今 : 15の視点から、その現在地を探る Sacko Oussouby 1966- 青幻舎 2020.5 9784861527791 10254530

宗教・教育・芸能・地域文化 吉原 健一郎 朝倉書店 2020.6 9784254535761 10254598

ベーシックインカムを問いなおす : その現実と可能性 佐々木 隆治 法律文化社 2019.10 9784589040367 10254610

キャリアカウンセラーのためのスーパービジョン : 経験代謝理論によるカウンセリン
グ実践ガイド

立野 了嗣 金剛出版 2020.6 9784772417631 10254626

自殺学入門 : 幸せな生と死とは何か 末木 新 金剛出版 2020.5 9784772417624 10254666

サイバーハラスメント : 現実へと溢れ出すヘイトクライム Citron Danielle Keats 1968- 明石書店 2020.6 9784750350226 10254684

戦後日本と道徳教育 : 教科化・教育勅語・愛国心 貝塚 茂樹 ミネルヴァ書房 2020.6 9784623089802 10254533

教職論ハンドブック 山口 健二 ミネルヴァ書房 2020.7 9784623089819 10254600

生活綴方で編む「戦後史」 : 「冷戦」と「越境」の1950年代 駒込 武 岩波書店 2020.6 9784000614092 10254586

高校英語授業における文法指導を考える : 「文法」を「教える」とは? 金谷 憲 アルク 2020.6 9784757436282 10254531

1948年・文部省『保育要領-幼児教育の手びき-』を読む 荒井 洌 新読書社 2020.6 9784788021525 10254582

チャイナドレス大全 : 文化・歴史・思想 謝 黎 青弓社 2020.6 9784787234704 10254678

五島うどんの御力 : 日本最古説を追って 吉村 政徳 長崎新聞社 2020.5 9784866500133 10254547
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木地屋幻想 : 紀伊の森の漂泊民 桐村 英一郎 七月社 2020.6 9784909544087 10254536

美、その不滅の物語 : 韓国・中国に美しき伝説を訪ねて 柳 江夏 クオン 2020.6 9784910214009 10254548

はみだしの人類学 : ともに生きる方法 松村 圭一郎 NHK出版 2020.4 9784144072543 10254621

正多面体は本当に5種類か : やわらかい幾何はすべてここからはじまる 小林 吹代 技術評論社 2020.6 9784297113858 10254559

研究事例で学ぶSPSSとAmosによる心理・調査データ解析 小塩 真司 東京図書 2020.5 9784489023354 10254579

ドラマで学ぼう!統計学 : 森の中の物語 : Statistics in the forest 水野 勝之 五絃舎 2020.4 9784864341103 10254672

地球・惑星・生命 = The earth, planets, and life 日本地球惑星科学連合 東京大学出版会 2020.5 9784130637152 10254555

雷 小林 文明 成山堂書店 2020.6 9784425514717 10254668

富士山噴火の考古学 : 火山と人類の共生史 富士山考古学研究会 吉川弘文館 2020.7 9784642093576 10254660

沙漠学事典 日本沙漠学会 丸善出版 2020.7 9784621305171 10254659

海岸と人間の歴史 : 生態系・護岸・感染症 Pilkey Orrin H. 1934- 築地書館 2020.6 9784806716020 10254584

カビの取扱説明書 浜田 信夫 KADOKAWA 2020.6 9784044005481 10254553

共生微生物からみた新しい進化学 長谷川 政美 海鳴社 2020.6 9784875253501 10254577

里山の地衣類ハンドブック 柏谷 博之 文一総合出版 2020.6 9784829981559 10254564

肉食の哲学 Lestel Dominique 左右社 2020.6 9784865282795 10254689

新十二歯考 : 十二支でめぐる歯の比較解剖学 田畑 純 医歯薬出版 2020.6 9784263461617 10254611

からだと病気のしくみ講義 仲野 徹 NHK出版 2020.1 9784144072512 10254616

ウイルスの反乱 Henig Robin Marantz 青土社 2020.7 9784791772858 10254589

はじめてのホワイトニング : まずはこの1冊から! 新井 聖範 クインテッセンス出版 2020.6 9784781207490 10254612

在宅口腔衛生管理スタートブック : 集まれ!訪問歯科衛生士ビギナーズ : 訪問依頼
への対応から日常的口腔ケアの指導まで

有友 たかね クインテッセンス出版 2020.6 9784781207506 10254576

からだとこころの健康学 稲葉 俊郎 NHK出版 2019.10 9784144072505 10254615

100歳時代の到来とフレイル対策 : ヘルササイズのすすめ 斉藤 定雄 不昧堂出版 2020.6 9784829305164 10254581

アーバニズムのいま 槙 文彦 鹿島出版会 2020.5 9784306052710 10254554

人間の街をめざして : ヤン・ゲールの軌跡 Matan Annie 鹿島出版会 2020.7 9784306046788 10254628

藤森照信作品集 = Terunobu Fujimori 藤森 照信 TOTO出版 2020.6 9784887063853 10254593

学校施設の音環境保全規準・設計指針 日本建築学会 日本建築学会 2020.6 9784818936362 10254596

図解でわかる!エアコン1台で心地よい家をつくる方法 : 現行省エネ基準対応版 岡田 八十彦 エクスナレッジ 2020.6 9784767827629 10254519

食 (メシ) の記号論 : 食は幻想か? 日本記号学会 新曜社 2020.6 9784788516823 10254515
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庭師の匠が説く日本庭園の魅力 小口 基実 新泉社 2020.4 9784787720108 10254599

DMOのプレイス・ブランディング : 観光デスティネーションのつくり方 宮崎 裕二 学芸出版社 2020.6 9784761527440 10254528

奇想の国の麗人たち : 絵で見る日本のあやしい話 中村 圭子 河出書房新社 2020.6 9784309750446 10254670

浦上玉堂 : 白雲も我が閑適を羨まんか 高橋 博巳 ミネルヴァ書房 2020.8 9784623090204 10254683

渡辺崋山作 国宝「鷹見泉石像」の謎 岡田 幸夫 郁朋社 2020.6 9784873027173 10254558

熊谷守一わたしはわたし 熊谷 守一 求龍堂 2020.4 9784763020109 10254658

松本竣介 : アトリエの時間 = Matsumoto Shunsuke : the hours in his studio 松本 竣介 大川美術館 2020.4 10254629

松本竣介 : 読書の時間 = Matsumoto Shunsuke : his hours of reading 松本 竣介 大川美術館 2020.4 10254630

松本竣介 : 子どもの時間 = Matsumoto Shunsuke : the hours with his children 松本 竣介 大川美術館 c2019 10254631

松本竣介 : 街歩きの時間 = Matsumoto Shunsuke : his hours of walking around
towns

松本 竣介 大川美術館 2020.4 10254632

キム・ラッキの人体ドローイング キム ラッキ オーム社 2020.7 9784274225659 10254663

「コマ」から「フィルム」へ : マンガとマンガ映画 秋田 孝宏 NTT出版 2020.4 9784757103962 10254664

日本マンガ事件史 満月 照子 鉄人社 2020.6 9784865371895 10254550

Soetsu Yanagi : selected essays on Japanese folk crafts : pbk 柳 宗悦 Japan Pub. Industry Foundation for Culture 2020 9784866581453 10254633

組紐ジグザグのマジック = Kumihimo--the zigzag magic of Japanese braided cord 石黒 知子 LIXIL出版 2020.3 9784864805292 10254583

石×デザイン Viction:workshop グラフィック社 2020.6 9784766133400 10254603

チェロの100年史 : 1740〜1840年の技法と演奏実践 Walden Valerie 道和書院 2020.5 9784810530032 10254526

英国バレエの世界 山本 康介 世界文化社 2020.3 9784418202027 10254680

ヒトラーと映画 : 総統の秘められた情熱 Niven William John 白水社 2020.6 9784560097625 10254534

レジャー・レクリエーション用語集 前橋 明 大学教育出版 2020.6 9784866920733 10254561

紀元2600年の満州リーグ : 帝国日本とプロ野球 坂本 邦夫 岩波書店 2020.7 9784000614160 10254588

つまずきやすい日本語 飯間 浩明 NHK出版 2019.4 9784144072420 10254618

「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四字熟語辞典 : 新装版 西谷 裕子 東京堂出版 2020.6 9784490109184 10254549

近世の語彙 : 身分階層の時代 小野 正弘 朝倉書店 2020.8 9784254516647 10254673

コミュニケーションと言語におけるキャラ 定延 利之 三省堂 2020.6 9784385349121 10254525

レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 佐渡島 紗織 大修館書店 2020.6 9784469222715 10254524

春秋成語史話 細川 邦三 文芸社 2020.4 9784286214757 10254538

否定表現 五十嵐 海理 研究社 2020.8 9784327238087 10254667
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世界大地図帳 梅棹 忠夫 平凡社 2020.6 9784582435139 10254592
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■いたみ稲野キャンパス

ジェンダー不平等を超える : 「北京+25」 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版 2020.8 9784593102082 20107393

国民衛生の動向 2020/2021年 厚生労働統計協会 厚生労働統計協会 2020.8 20107394

9/12



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。)

県営運動公園拡張事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 第1分冊 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県教育委員会 1994.3 14049695

県営運動公園拡張事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 第2分冊 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県教育委員会 1994.3 14049696

三内丸山遺跡 5(平成7年度) 青森県教育庁文化課 青森県教育委員会 1996.3- 14049694

松原遺跡
弥生・総論4:弥生中期・
土器図版

長野県教育委員会 日本道路公団名古屋建設局 1998.3- 14049701

松原遺跡
弥生・総論6:弥生後期・
古墳前期

長野県教育委員会 日本道路公団名古屋建設局 1998.3- 14049702

積石塚大全 土生田 純之 雄山閣 2017.5 9784639024712 14049698

邪馬台国時代のクニグニ : 大集結
香芝市二上山博物館友の会ふたかみ史遊
会

青垣出版 2015.4 9784434203657 14049693

京都府舞鶴市女布遺跡第4次発掘調査概要報告書 舞鶴市教育委員会 舞鶴市教育委員会 2020.3 14049688

大山崎町埋蔵文化財調査報告書 第55集 大山崎町教育委員会 大山崎町教育委員会 1980- 14049664

大山崎町埋蔵文化財調査報告書 第56集 大山崎町教育委員会 大山崎町教育委員会 1980- 14049665

大山崎町埋蔵文化財調査報告書 第57集 大山崎町教育委員会 大山崎町教育委員会 1980- 14049666

大山崎町埋蔵文化財調査報告書 第58集 大山崎町教育委員会 大山崎町教育委員会 1980- 14049667

原田遺跡 : 大阪府豊中市 : 第16次発掘調査報告書 豊中市教育委員会 豊中市教育委員会事務局 2019.7 14049689

豊中市埋蔵文化財発掘調査概要 令和元年度(2019年度) 豊中市教育委員会社会教育課文化係 豊中市教育委員会 1982- 14049670

冠遺跡(第14地点) ; 芦屋廃寺遺跡(第55地点) ; 堂ノ上遺跡(第4地点) 芦屋市教育委員会 芦屋市教育委員会 2020.3 14049662

粟津遺跡発掘調査報告書 加古川市教育委員会 加古川市教育委員会 2020.3 14049673

上村池遺跡発掘調査報告書 1 加古川市教育委員会 加古川市教育委員会 2020.3 14049674

多田銀銅山遺跡 : 民田千軒地区
猪名川町教育委員会教育振興課社会教育
室

猪名川町教育委員会教育振興課社会教育室 2020.3 14049677

奥中・桜木遺跡 : 多可町中区奥中 多可町教育委員会 多可町教育委員会 2020.3 14049681

埋蔵文化財調査報告書 : 発掘調査報告 平成29年度 福崎町教育委員会 福崎町教育委員会 2016.3- 14049669

北野散布地(第5次) ; 西田原上野田遺跡(第4次) ; 西光寺中遺跡(第1次) 福崎町教育委員会 福崎町教育委員会 2020.3 14049668

国庫補助による発掘調査報告書 : 桜井市 平成30年度 桜井市教育委員会 桜井市教育委員会文化財課 2012.3- 14049672

茶ノ木塚古墳 : 第1次・第2次発掘調査と地中物理探査の成果 桜井市教育委員会 桜井市教育委員会文化財課 2020.3 14049671

史跡纏向遺跡第1期整備事業報告書 : 奈良県桜井市 桜井市纒向学研究センター 桜井市教育委員会 2020.3 14049663

下段遺跡 : 宮ノ谷川砂防事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 鳥取市文化財団 鳥取市文化財団 2020.3 14049684

史跡大山寺旧境内保存活用計画書 大山町 大山町 2020.3 14049680

中国地方の玉作関連遺跡集成 島根県教育委員会 島根県教育委員会 : 島根県古代文化センター 2004.3 14049699
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中国地方の玉製品出土遺跡集成 島根県教育委員会 島根県教育委員会 : 島根県古代文化センター 2005.3 14049700

南方釜田遺跡 : 集合住宅建設に伴う発掘調査 岡山市埋蔵文化財センター 岡山市教育委員会 2020.3 14049683

北方長田遺跡 : 旭川下流域の弥生時代中期末から古墳時代前期の集落遺跡 岡山市教育委員会文化財課 岡山市教育委員会 2020.3 14049682

松山城三之丸跡 : 13次・15次調査 松山市教育委員会 松山市 2019.3 14049676

高田遺跡 : 個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 香南市教育委員会 香南市教育委員会 2020.3 14049678

安岡家住宅 : 重要文化財建造物保存修理工事に伴う埋蔵文化財試掘確認調査報
告書

香南市教育委員会 高知県香南市教育委員会 2020.3 14049679

図説唐津・伊万里・有田の歴史 荒谷 義樹 郷土出版社 2011.11 9784863751477 14049690

吉野ヶ里遺跡 弥生時代総括編1 佐賀県文化課文化財保護室 佐賀県文化課文化財保護室 2020.3 14049675

唐津市内遺跡確認調査 唐津市教育委員会 唐津市教育委員会 1987- 14049685

谷口石切丁場跡 唐津市教育委員会 唐津市教育委員会 2020.3 14049686

黒岩前田遺跡 : 黒岩地区ほ場整備事業に伴う発掘調査 唐津市教育委員会 唐津市教育委員会 2020.3 14049687

二子塚 : 熊本内陸工業用団地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 1992.3 14049697

夏女遺跡 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 1993.3 14049692

狩尾遺跡群 : 激甚災害にともなう埋蔵文化財の調査 熊本県教育委員会 熊本県教育委員会 1993.3 14049691
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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

ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ : 著作権処理済 Wiseman Frederick 1930- シネマクガフィン(発売) [2019] 9784862718570 10254606

即位の礼晩餐会 : 密着・ホテルマンの1か月 NHKエンタープライズ c2020 10254605

宮彫り : [著作権許諾] トーキョーヴィジョン(発売) 2019 10254575
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