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■さくら夙川キャンパス

にしのみや : 市政の概要 令和2年版(2020) 西宮市議会事務局 西宮市議会事務局 2020.9 10257812

防衛ハンドブック = Hand book for defense 2020 朝雲新聞社出版業務部 朝雲新聞社 2020.3 9784750920412 10257835

IFLA児童図書館サービスのためのガイドライン : 0歳から18歳
International Federation of Library
Associations and Institutions. Libraries for
Children and Young Adults Section

日本図書館協会 2020.3 9784820419181 10257828

書評キャンパスat読書人 2019 大学生と「週刊読書人」編集部 読書人 2020.10 9784924671461 10257853

発信する博物館 : 持続可能な社会に向けて 小川 義和 ジダイ社 2021.2 9784909124463 10257859

『葉隠』の研究 : 思想の分析、評価と批判 種村 完司 九州大学出版会 2018.5 9784798502359 10257832

時 (とき) の束 (たば) を披 (ひら) く : 古典籍からうまれるアートと翻訳 : ないじぇる芸
術共創ラボ展

国文学研究資料館 国文学研究資料館 2021.2 10257858

生誕120年文豪川端康成と美のコレクション展記念論考集 吉増 剛造 姫路市立美術館 : 姫路文学館 2020.3 10257826

負けてたまるか 霧山 文三郎 ドニエプル出版 2020.6 9784882698913 10257850

幼い頃に戻る切符をください Nguyễn Nhật Ánh 1955- 大同生命国際文化基金 2020.8 10257837

オメル・セイフェッティン短編選集 Ömer Seyfeddin 1884-1920 大同生命国際文化基金 2020.11 10257860

ウェスタン芸者 Hadashi Eva 文芸雑誌ラデゥガ出版 2020.8 9789662811575 10257855

一度は行きたい幻想建築 : 世紀末のきらめく装飾世界 小谷 匡宏 大和書房 2020.4 9784479308157 10257827

房総のカジメとアワビで成った新財閥 : 森家と安西家 大場 俊雄 崙書房出版 2017.10 9784845502141 10257845

日本古代地域編成史序説 関口 功一 岩田書院 2015.3 9784872948967 10257833

松平家忠とその時代 : 『家忠日記』と本光寺 : 家康を支えた一門 駒澤大学禅文化歴史博物館 駒澤大学禅文化歴史博物館 2019.10 10257818

民間信仰からみた上野国 関口 功一 [関口功一] 2020.9 10257841

京都のまちなみは、こうして生まれた : 都城、町家、木戸門、火消衆 丸山 俊明 びわこ学院大学出版専門委員会 2020.8 9784600004347 10257834

定本風俗営業取締り : 風営法と性・ダンス・カジノを規制するこの国のありかた 永井 良和 河出書房新社 2015.8 9784309624853 10257839

核のない未来を! : ヒロシマから世界へ届けよう核被害者の声を! : 世界核被害者
フォーラム報告記録集&追録 : グローバル危機の時代に問い直す

森瀧 春子 世界核被害者フォーラム実行委員会 2020.7 10257816

延喜式 中 虎尾 俊哉 集英社
2000.5-
2017.12

9784081970094 10257861

延喜式 下 虎尾 俊哉 集英社
2000.5-
2017.12

9784081970100 10257862

･ 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）

大手前大学・大手前短期大学図書館 http://library.otemae.ac.jp
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兵庫県金融150年史
兵庫県政150周年記念「兵庫県金融150年
史」編纂会

兵庫県政150周年記念「兵庫県金融150年史」編
纂会

2019.3 10257854

性差 (ジェンダー) の日本史 : 企画展示 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館 2020.10 10257819

東日本大震災復興の総合的検証 : 次なる大災害に備える ひょうご震災記念21世紀研究機構 ひょうご震災記念21世紀研究機構 2020.3 10257814

東日本大震災復興の総合的検証 : 次なる大災害に備える
ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略
センター

ひょうご震災記念21世紀研究機構 2020.3 10257815

去られるためにそこにいる : 子育てに悩む親との心理臨床 田中 茂樹 日本評論社 2020.6 9784535563919 10257836

人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく : 12社54冊読み比べ 池上 彰 中央公論新社 2020.6 9784120053139 10257830

先住民の宝 = Treasures of indigenous peoples 信田 敏宏 国立民族学博物館 2020.3 9784906962853 10257842

スパイ・爆撃・監視カメラ : 人が人を信じないということ 永井 良和 河出書房新社 2011.2 9784309624259 10257840

自衛隊装備年鑑 2020-2021 朝雲新聞社出版業務部 朝雲新聞社 2020.7 9784750910413 10257844

ダーウィン・オパーリン・ヘッケルの悲劇とは何か 浅野 昌充 現代社 2016.5 9784874741740 10257856

土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶
5 ヨーロッパ編2, オリエ
ント編

建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集
部

ダイヤモンド社 2016.12 9784478101445 10257851

土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶 6 アメリカ・オセアニア編
建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集
部

ダイヤモンド社 2020.2 9784478109519 10257852

JIA建築年鑑 15 : 2019-2020 日本建築家協会 2020.7 9784903378299 10257813

東レ90年史 : 1926-2016 東レ 東レ 2018.3 10257817

吃遍台灣在地好料 陳志昇 膳書房文化事業 2009.12 9789866868443 10257838

日本の食卓の将来と食料生産の強靭化について考える 日本学術協力財団 日本学術協力財団 2021.1 10257857

傷ついた風景の向こうに 内田 伸一 文化庁 c2020 10257822

古典×現代2020 : 時空を超える日本のアート 図録 国立新美術館 朝日新聞社 c2020 10257820

古典×現代2020 : 時空を超える日本のアート 展覧会ドキュメント 国立新美術館 朝日新聞社 c2020 10257821

ブダペスト : ヨーロッパとハンガリーの美術400年 : ブダペスト国立西洋美術館&ハン
ガリー・ナショナル・ギャラリー所蔵 : 日本・ハンガリー外交関係開設150周年記念

国立新美術館 日本経済新聞社 2019.12 10257823

Manga都市Tokyo : ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020 真住 貴子 国立新美術館 2020.8 9784910253008 10257824

Balotra : the complex language of print : Anokhi Museum of hand printing AMHP Publications 2007 9788190392211 10257829

姫路市史
第13巻下 史料編 近現
代3

姫路市史編集専門委員会 姫路市 2020.5 10257831

美術講演会講演録 第48回 鹿島美術財団 [出版者不明] 2020.9 10257843

耀州窯青磁と高麗 大阪市立東洋陶磁美術館 大阪市立東洋陶磁美術館 2020.3 10257825
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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。)

中泉源十内遺跡 : 宅地造成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 2020.6 14050631

南原遺跡 : 群馬県伊勢崎市 : 分譲地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書 15 毛野考古学研究所 毛野考古学研究所 2020.6 14050649

飯倉町一丁目町屋跡遺跡発掘調査報告書 大成エンジニアリング 霊友会 2020.3 14050646

天徳寺寺域第5遺跡発掘調査報告書 大成エンジニアリング 東急不動産 : 港区教育委員会 2020.11 14050648

湯島四丁目遺跡 : 東京都文京区 : 共同住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

文京区教育委員会 オープンハウス・ディベロップメント 2020.3 14050618

六間堀跡(墨田区no. 59遺跡) : 東京都墨田区 : OZIO森下II建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書

イビソク アスコット 2020.12 14050644

多摩湖第14遺跡 : 東京都東大和市 : 村山上貯水池堤体強化工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

国際文化財株式会社 鹿島・日本国土建設共同企業体 2020.5 14050619

浦木東遺跡第3次調査 : 主要地方道新潟中央環状線浦木工区道路改良工事に伴
う浦木東遺跡第3次発掘調査報告書

新潟市文化スポーツ部歴史文化課文化財
センター

新潟市教育委員会 2019.9 14050627

亀田道下遺跡第2次調査 : 市道亀田南線建設事業に伴う亀田道下遺跡第2次発掘
調査報告書

新潟市歴史文化課文化財センター 新潟市教育委員会 2020.3 14050628

砂崩前郷遺跡第3次調査 : 市道砂崩南線建設事業に伴う砂崩前郷遺跡第2次発掘
調査報告書

新潟市文化スポーツ部文化財センター 新潟市教育委員会 2020.2 14050626

細池寺道上遺跡IX第50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25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 2019.11 14050624

大沢谷内遺跡VI第15・17・19次調査 : 一般国道403号小須戸田上バイパス整備工
事に伴う大沢谷内遺跡第10・11・12次調査

新潟市文化財センター 新潟市教育委員会 2020.3 14050625

守れ!文化財 : モノとヒトに光を灯す : 2019年度事業報告書
「守れ!文化財〜モノとヒトに光を灯す〜」事
業実行委員会

「守れ!文化財〜モノとヒトに光を灯す〜」事業実行
委員会

2020.3 14050645

金沢市金沢城下町遺跡(本多氏屋敷跡地区) 石川県教育委員会 石川県教育委員会 : 石川県埋蔵文化財センター 2020.3 14050629

四辻遺跡・日尾塚状地発掘調査報告 三重県埋蔵文化財センター 三重県埋蔵文化財センター 2020.11 14050623

史跡斎宮跡 : 現状変更緊急発掘調査報告 平成30年度 三重県斎宮跡調査事務所 明和町 1985.3- 14050652

雨森遺跡第16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 2020.3 14050615

平安京左京九条三坊八町跡・烏丸町遺跡発掘調査報告書 文化財サービス 文化財サービス 2020.12 14050638

平安京左京六条三坊十六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 2020.12 14050639

平安京右京一条三坊六町跡発掘調査報告書 文化財サービス 文化財サービス 2021.1 14050640

平安京左京三条一坊四・五町跡 京都平安文化財 京都平安文化財 2019.3 14050642

嵯峨遺跡 京都平安文化財 京都平安文化財 2020.1 14050643

平安京左京八条二坊九町 京都平安文化財 京都平安文化財 2020.1 14050641

綾部市遺跡地図 綾部市教育委員会 綾部市教育委員会 2018.3 14050620

史跡私市円山 (きさいちまるやま) 古墳災害復旧整備事業報告書 2020.3 綾部市 綾部市 2016.3- 14050636

施福寺文化財調査報告 綾部市資料館 綾部市資料館 2018.3 14050647

西町遺跡第6次調査報告 綾部市教育委員会 綾部市教育委員会 2017.3 14050635
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長岡宮跡 ; 内裏下層遺跡 向日市埋蔵文化財センター 向日市埋蔵文化財センター 2020.9 14050592

姫路城跡第422次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050597

阿保遺跡第2地点24次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050607

姫路城跡第423次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050598

姫路城跡第424次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050599

姫路城跡第427次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050600

松寿山光久寺文書目録 姫路市教育委員会事務局市史編集室 姫路市教育委員会事務局市史編集室 2021.3 14050637

市之郷遺跡第13次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2019.3 14050608

播磨国分尼寺跡第7次・播磨国分尼寺周辺遺跡第4次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2019.3 14050609

豊沢遺跡 : 第12次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2019.3 14050610

豆田遺跡・大浄口遺跡 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050601

村東遺跡 : 英賀保駅北第二公園雨水貯留施設建設に伴う発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050602

和久遺跡 : 第10次発掘調査報告書 : ツカザキ病院北館建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査

姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050603

姫路城跡第388次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050593

姫路城跡第389次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050594

宮ノ浦遺跡 : 第5次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050604

山吹遺跡第5次・第6次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050605

姫路城跡第408次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050595

今宿遺跡 : 第4次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050606

姫路城跡第421次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 姫路市教育委員会 2020.3 14050596

尼崎市埋蔵文化財調査年報 : 尼崎城跡第110・116次調査、若王寺千束遺跡第1
次、大物遺跡第2次、春日神社遺跡第13次調査の概要

平成23年度(2) 尼崎市教育委員会歴博・文化財担当 尼崎市教育委員会 2020.3 14050650

世界遺産石見銀山遺跡の研究 = Iwami Ginzan Silver Mine site research 10 島根県教育委員会 島根県教育委員会 2010.3- 14050613

石見銀山附地役人阿部・河島・宗岡家文書目録 島根県教育委員会文化財課 島根県教育委員会(文化財課) 2020.3 14050611

栃畑谷地区龍源寺間歩上墓地・妙像寺墓地 島根県教育委員会 島根県教育委員会 2020.3 14050612

石見銀山 : 石見銀山遺跡科学調査報告書 4 島根県教育委員会 島根県教育委員会 2002.3- 14050614

朝酌矢田遺跡 松江市 島根県松江市 : 松江市スポーツ・文化振興財団 2019.12 14050632

福富松ノ前遺跡 松江市 島根県松江市 : スポーツ・文化振興財団 2020.3 14050633

五丁地区遺跡群発掘調査報告書 : 五丁地区県営農地環境整備に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書

仁摩町教育委員会 島根県仁摩町教育委員会 1999.3 14050590
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大林(恒夫)家文書・「増補」吉弘(重代)家文書目録 柳川古文書館 九州歴史資料館分館柳川古文書館 2020.3 14050591

山之内遺跡 : 原尾地区県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型)に伴う発掘調査 南島原市教育委員会 長崎県南島原市教育委員会 2020.3 14050634

中世菊池一族関連遺跡群確認調査概要報告書 : 「菊之城跡」「守山城跡及び内裏
尾」「隈府城下遺跡」

菊池市教育委員会 菊池市教育委員会 2020.3 14050622

市内遺跡試掘確認調査 ; 中近世城館確認調査 (7) 中津市教育委員会 中津市教育委員会 2020.3 14050651

小部遺跡 : 第19次調査報告書 2 宇佐市教育委員会 宇佐市教育委員会 2020.3 14050621

下北方 (しもきたかた) 5号地下式横穴墓 (ごうちかしきよこあなぼ) 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2020.3 14050589

片瀬原 (かたせばる) 第2遺跡 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2020.3 14050584

囲遺跡 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2020.3 14050585

平城遺跡 (ひらじょういせき) 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2020.3 14050586

宮崎城跡 (みやざきじょうあと) : 平成29・30年度確認調査報告書 宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2020.3 14050587

野中第1遺跡 (のなかだいいちいせき) : 太陽光発電所建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書

宮崎市教育委員会 宮崎市教育委員会 2020.3 14050588

甲塚古墳発掘調査報告書 2 奈良大学文学部文化財学科 奈良大学文学部文化財学科 2020.3 14050617

坊主山古墳群出土品報告書 奈良大学文学部文化財学科 奈良大学文学部文化財学科 2020.9 14050616

土器窯と瓦窯の接点 窯跡研究会
窯跡研究会、日本学術振興会科学研究費補助金
基盤研究(C)

2020.2 14050630
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