
2022年 3月新着案内　　

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

にしのみや : 市政の概要 令和3年版(2021) 西宮市議会事務局 西宮市議会事務局 2021.9 10264117

カタカナ外来語ABC略語辞典 : 現代用語の基礎知識 堀内 克明 自由国民社 2021.11 9784426127466 10264053

スマートシティの脅威 加藤 やすこ 緑風出版 2021.11 9784846121181 10264056

オープンソースの教科書 宮原 徹 シーアンドアール研究所 2021.9 9784863543584 10264061

C#コードレシピ集 出井 秀行 技術評論社 2021.8 9784297122652 10264083

図書館の原則 : 図書館における知的自由マニュアル (第10版)
American Library Association. Office for
Intellectual Freedom

日本図書館協会 2022.1 9784820421122 10264129

書評キャンパスat読書人 2020 大学生と「週刊読書人」編集部 読書人 2021.11 9784924671508 10264135

ユニバーサル・ミュージアム : さわる!"触"の大博覧会 国立民族学博物館 小さ子社 2021.9 9784909782106 10264115

フッサールの時間論 山口 一郎 知泉書館 2021.11 9784862853516 10264071

レジリエンスの心理学 : 社会をよりよく生きるために 小塩 真司 金子書房 2021.9 9784760838349 10264090

ネガティヴ・イメージの心理臨床 : 心の現代的問題へのゼロベース・アプローチ 松下 姫歌 創元社 2021.10 9784422117690 10264103

心理療法と情念 : イメージとの対話による主体の生成 松井 華子 創元社 2021.10 9784422117508 10264086

神道文化論考集成 乾 加藤 隆久 『神道文化論考集成』刊行会 2021.8 9784899852155 10264065

神道文化論考集成 坤 加藤 隆久 『神道文化論考集成』刊行会 2021.8 9784899852162 10264066

評伝赤城さかえ : 楸邨・波郷・兜太に愛された魂の俳人 日野 百草 コールサック社 2021.7 9784864354844 10264133

批評の精神 高橋 英夫 河出書房新社 2021.5 9784309709116 10264078

神話と文学 高橋 英夫 河出書房新社 2021.7 9784309709123 10264079

偉大なる暗闇 高橋 英夫 河出書房新社 2021.9 9784309709130 10264080

モーツァルト 高橋 英夫 河出書房新社 2021.11 9784309709147 10264081

西行と芭蕉 高橋 英夫 河出書房新社 2022.1 9784309709154 10264082

毛皮のコートのマドンナ Sabahattin Ali 1906-1948 大同生命国際文化基金 2021.9 10264132

かわいい仲間 : 作者がえがくゆかしい物語絵がいざなう : フランス語から日本語へ Saint-Exupéry Antoine de 1900-1944 風媒社 2021.9 9784833153911 10264116

･ 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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性差 (ジェンダー) の日本史 「性差 集英社インターナショナル 2021.10 9784797680836 10264136

ルネサンス Pater Walter 1839-1894 冨山房 1977.8 457200109X 10264101

アイルランド短篇選 橋本 槙矩 岩波書店 2000.7 4003228715 10264110

古代日本対外交流史事典 高久 健二 八木書店出版部 2021.11 9784840622493 10264049

『台記』注釈 : 久安六年 原水 民樹 和泉書院 2021.11 9784757610118 10264050

国別藩と城下町の事典 二木 謙一 東京堂出版 2004.9 9784490106510 10264069

戦国期阿波国のいくさ・信仰・都市 石井 伸夫 戎光祥出版 2022.2 9784864034159 10264097

紙に描いた「日の丸」 : 足下から見る朝鮮支配 加藤 圭木 岩波書店 2021.11 9784000615013 10264055

ベートーヴェン、21世紀のウィーンを歩く。 曽我 大介 集英社 2021.12 9784087900590 10264070

公共の利益とは何か : 公と私をつなぐ政治学 松元 雅和 日本経済評論社 2021.4 9784818825840 10264076

戦後政治史の中の天皇制 渡辺 治 旬報社 2022.1 9784845117185 10264104

公務員のための情報発信戦略 : 実例広島県福山市 樫野 孝人 CAPエンタテインメント 2021.11 9784910274041 10264062

公民連携まちづくりの実践 : 公共資産の活用とスマートシティ 越 直美 学芸出版社 2021.9 9784761527891 10264085

地元コミュニティの水を飲もう : ポストコロナ時代のまちづくりの構想 鳥越 皓之 東信堂 2021.12 9784798915999 10264137

これからの地方自治の教科書 大森 彌 第一法規 2021.12 9784474076990 10264091

戦争と民主主義の国際政治学 宮脇 昇 日本経済評論社 2021.11 9784818825987 10264092

語りから学ぶ法社会学 : 声の現場に立ち会う = Learning from narratives : stepping
stones to law and society

西田 英一 北大路書房 2021.10 9784762831713 10264088

嫌いにならない法学入門 村中 洋介 信山社 2021.9 9784797286298 10264063

人の上に立つということ Harvard Business Review Press ダイヤモンド社 2021.11 9784478112786 10264060

インターセクショナリティ Collins Patricia Hill 1948- 人文書院 2021.11 9784409241448 10264099

日本と中国の村落秩序の研究 : 生活論からみた「村の公」 閻 美芳 御茶の水書房 2021.11 9784275021526 10264073

費孝通学術論集 : 述懐と再考 费 孝通 京都大学学術出版会 2021.11 9784814003693 10264067

若者の曖昧な進路選択とキャリア形成 : とりあえず志向の実証的探究 中嶌 剛 晃洋書房 2021.9 9784771035140 10264134

はたらく子どもの世界 : 産業革命期イギリスを生きる Horn Pamela 1936- 晃洋書房 2021.11 9784771034990 10264096

人文社会科学とジェンダー 日本学術協力財団 日本学術協力財団 2022.1 10264128

ポスト青年期を生きる高学歴独身女性たち 郭 麗娟 晃洋書房 2021.11 9784771035485 10264072

学校史に見る日本 : 足利学校・寺子屋・私塾から現代まで 五味 文彦 みすず書房 2021.12 9784622090649 10264098

宿題をめぐる神話 : 教育改革への知恵と勇気を持つために Kohn Alfie 丸善プラネット 2021.11 9784863455016 10264075
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サブカル国語教育学 : 「楽しく、力のつく」境界線上の教材と授業 町田 守弘 三省堂 2021.9 9784385365022 10264089

ファッションインジャパン1945-2020 : 流行と社会 島根県立石見美術館 青幻舎 2021.3 9784861527814 10264122

鯰絵のイマジネーション : 黄雀文庫所蔵 : 特集展示 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館 2021.7 10264113

GIS地理情報システム 矢野 桂司 創元社 2021.8 9784422400648 10264084

自由エネルギー原理入門 : 知覚・行動・コミュニケーションの計算理論 乾 敏郎 岩波書店 2021.11 9784000054737 10264051

海洋の未来 : 持続可能な海を求めて Cisneros-Montemayor Andrés M. 1983- 勁草書房 2021.8 9784326654307 10264131

図解でよく分かる建築構造入門 江尻 憲泰 エクスナレッジ 2021.12 9784767829289 10264094

そもそもこうだよ住宅設計 増田 奏 エクスナレッジ 2021.12 9784767827872 10264093

プルトニウム : 原子力の夢の燃料が悪夢に Von Hippel Frank 緑風出版 2021.10 9784846121167 10264068

海の建築 : なぜつくる?どうつくられてきたか 畔柳 昭雄 水曜社 2021.12 9784880655185 10264074

ノスタルジア喫茶 : ソヴィエト連邦のおやつ事情&レシピ56 : 子どもの頃の懐かしい
味

イスクラ グラフィック社 2021.12 9784766135800 10264095

民間放送70年史 = The Japan Commercial Broadcasters Association 70th
anniversary

日本民間放送連盟 日本民間放送連盟 2021.12 10264119

美と真実 : 近代日本の美術とキリスト教 竹中 正夫 新教出版社 2006.7 9784400827672 10264130

浅草寺什宝目録 = Catalogue of the fine arts of the Senso-ji temple 第3巻: 工芸編 浅草寺什宝研究会 金龍山浅草寺 2022.2 10264123

Mへの手紙パリ 佃 堅輔 西田書店 2021.10 9784888666633 10264057

コロナ禍と体験型イベント 石毛 弓 水声社 2022.1 9784801006188 10264111

スペースが生まれる 内田 伸一 文化庁 c2021 10264121

日本画家福田眉仙展 高瀬 晴之 姫路市立美術館 2020.10 10264124

現代に生きる宮絵師 : 京の宮絵師安川如風の半生と親鸞聖人の歩まれた道 安川 如風 法蔵舘 2021.7 9784831864048 10264087

小野田實 : 私のマル 小野田 實 青幻舎 2021.3 9784861528293 10264126

國富奎三コレクション論考集 : 国富奎三コレクション受贈25周年記念ストラスブール
美術館展 : 印象派からモダンアートへの眺望

姫路市立美術館 姫路市立美術館 2020.3 10264125

デジタル写真論 : イメージの本性 = On digital photography : non-identity of the
image

清水 穣 東京大学出版会 2020.2 9784130802222 10264100

音と耳から考える : 歴史・身体・テクノロジー = Reflecting on an ear for sound :
history, embodiment and technology

細川 周平 アルテスパブリッシング 2021.10 9784865592405 10264064

文楽徘徊 鈴木 創士 現代思潮新社 2021.12 9784329100139 10264077

映像が動き出すとき : 写真・映画・アニメーションのアルケオロジー Gunning Tom 1949- みすず書房 2021.11 9784622090540 10264052

地域発ドキュメンタリーが社会を変える : 作り手と映像祭の挑戦 市村 元 ナカニシヤ出版 2021.11 9784779516061 10264058

新海誠の世界 : 時空を超えて響きあう魂のゆくえ 榎本 正樹 KADOKAWA 2021.11 9784040647098 10264059

オンライン授業を考える : 日本語教師のためのICTリテラシー 山田 智久 くろしお出版 2021.11 9784874248799 10264054
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上方落語にみられる待遇表現 角岡 賢一 くろしお出版 2021.11 9784874248812 10264102

前置詞 伊藤 誠宏 関西大学出版部 2018.1 9784873546650 10264105

代名詞 伊藤 誠宏 関西大学出版部 2020.2 9784873547145 10264106

形容詞 伊藤 誠宏 関西大学出版部 2021.11 9784873547435 10264107

Otemae University [卒業アルバム] 2020 大手前大学 [大手前大学] 2011.3- 10264109

大手前短期大学 [卒業アルバム] 2020 大手前短期大学 [大手前短期大学] 2007.3- 10264108

学びの歴史像 : わたりあう近代 : 企画展示 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館 2021.10 10264114

10代に手渡す物語 : ヤングアダルト文学総論 国際子ども図書館 国立国会図書館 2021.9 9784875828846 10264118

書写山円教寺の歴史文化遺産 3
大手前大学史学研究所「寺院・城館と地域
社会に関する総合的研究」プロジェクト

大手前大学史学研究所 2021.12 10264120

摂津・播磨 櫃本 誠一 神戸新聞総合出版センター 2021.7 9784343009746 10264127

コロナ禍と体験型イベント 石毛 弓 水声社 2022.1 9784801006188 10264112

Web選考は「準備」が9割! 田中 亜矢子 自由国民社 2021.12 9784426127558 91072421

販売士ハンドブック(基礎編) : リテールマーケティング(販売士)検定試験3級対応 上巻 日本商工会議所 カリアック 2019.5 91072473

販売士ハンドブック(基礎編) : リテールマーケティング(販売士)検定試験3級対応 下巻 日本商工会議所 カリアック 2019.5 91072474

1か月で復習するフランス語基本の文法 浅見 子緒 語研 2021.10 9784876153732 91072420
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■大阪キャンパス　（※　大阪図書館の所蔵資料は正規構成員のみ利用可能です。）

食品の消費と流通 日本フードスペシャリスト協会 建帛社 2016.2 9784767905389 35004825
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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。)

今井学校遺跡 : 古墳時代後期「豪族居館」と集落・終末期古墳の調査 : 群馬県伊勢
崎市赤堀今井町所在 : 物流倉庫建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

7 山下工業株式会社 伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2021.3 14051863

日本橋馬喰町二丁目遺跡 : 東京都中央区 : 中央区日本橋馬喰町二丁目2番4号ホ
テル建設に伴う緊急発掘調査報告書

中央区教育委員会事務局図書文化財課郷
土天文館

ホテル高輪 : 中央区教育委員会 2021.11 14051855

越後長岡藩牧野家屋敷跡第4遺跡発掘調査報告書 大成エンジニアリング 大地地所レジデンス 2022.1 14051870

触下諸社由緒書絵図面 鈴木 下総守 台東区教育委員会 2021.3 14051869

新発田城跡発掘調査報告書 12: 第4.5.6地点 新発田市教育委員会 新発田市教育委員会 2021.8 14051872

とやまの古墳時代集落遺跡等出土品 : 中山中遺跡 五社遺跡 南太閤山I遺跡 若宮
B遺跡 下老子笹川遺跡 中谷内遺跡 上久津呂中屋遺跡

富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター 2020.3 14051875

とやまの古代生産遺跡等出土品 : 小杉流団No.7遺跡, 安居窯跡群, 小杉丸山遺跡,
小杉流団No.16遺跡, 小杉流団No.18遺跡B地区, 石太郎I遺跡, 黒河中老田遺跡, 任
海宮田遺跡

富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター 2021.3 14051876

富山市横越遺跡発掘調査報告書 : ジャパンメディック株式会社工場地拡張工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

毛野考古学研究所富山支所 富山市教育委員会 2021.11 14051874

三日市A遺跡 8 野々市町教育委員会 野々市町教育委員会 2016.3 14051862

扇が丘ゴショ遺跡 : 金沢工業大学47号館建設に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 野々市市教育委員会 野々市市教育委員会 2019.3 14051861

大畑赤松3・4号窯発掘調査報告書 多治見市文化振興事業団 多治見市教育委員会 2021.7 14051858

全国古墳編年集成 石野 博信 雄山閣出版 1995.11 4639013264 14051849

浜松城跡 15 浜松市市民部文化財課 浜松市教育委員会 2022.1 14051880

文献と遺物の境界 : 中国出土簡牘史料の生態的研究 [1] 籾山 明 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 2011.11- 9784863370944 14051850

秦汉土墩墓考古发现与研究 : 秦汉土墩墓国际学术研讨会论文集 白 雲翔 文物出版社 2013.12 9787501039449 14051846

焕若列星:河北汉代王室文物展 深圳市南山博物馆 文物出版社 2021.8 9787501071630 14051854

曾侯乙墓陪葬坑 湖北省文物考古研究所 科学出版社 2021.9 9787030695307 14051853

市内遺跡発掘調査事業概要報告書 平成30年度 豊田市教育委員会 豊田市教育委員会 2020.3 14051877

鉄砲塚遺跡発掘調査報告 : 度会郡玉城町勝田 三重県埋蔵文化財センター 三重県埋蔵文化財センター 2021.2 14051878

大木ノ輪遺跡(第6次)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 2021.2 14051879

象鼻山古墳群発掘調査総括報告書 養老町教育委員会 養老町教育委員会 2015.3 14051866

5世紀近江の盟主 : 椿山古墳の実像に迫る 栗東市教育委員会 サンライズ出版 2021.3 9784883257331 14051868

狭山池のルーツ : 古代東アジアのため池と土木技術 : 大阪府立狭山池博物館開館
二〇周年記念 : 令和三年度特別展

大阪府立狭山池博物館 大阪府立狭山池博物館 2021.10 14051856

安満遺跡発掘調査報告書 : 雨水貯留施設・高槻子ども未来館建設に伴う発掘調査 高槻市街にぎわい部文化財課 高槻市街にぎわい部文化財課 2020.3 14051860

ピカソと日本美術 : 線描の魅力 : 開館35周年記念特別展 Picasso Pablo 1881-1973 和泉市久保惣記念美術館 2017.10 14051873

『播磨国風土記』の古代史 兵庫県立歴史博物館ひょうご歴史研究室 神戸新聞総合出版センター 2021.11 9784343011312 14051867
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相生市那波野丸山1号窯跡 : 発掘調査報告書 相生市教育委員会生涯学習課 相生市教育委員会 2021.3 14051859

川原寺式軒瓦の成立と展開 国立文化財機構奈良文化財研究所 奈良文化財研究所 2009.3 14051851

法隆寺式軒瓦の成立と展開 ; 雷文縁・輻線文縁・重圏文縁複弁蓮華文軒丸瓦の展
開

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 2009.11 14051852

地宝のひびき : 和歌山県内文化財調査報告会2021 : 報告資料集 [第17回] 和歌山県文化財センター 和歌山県文化財センター 2022.1 14051857

若宮谷遺跡 : 朝酌矢田地区共同墓地整備事業に伴う発掘調査報告書 松江市 島根県松江市 : 松江市スポーツ・文化振興財団 2021.12 14051871

南高井一丁地遺跡 : 浮穴保育園新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財
センター

松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財セン
ター

2021.12 14051865

大宰府史跡発掘調査報告書
11 : 平成30・令和元年
度

福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2021.3 14051883

大宰府政庁周辺官衙跡 : 蔵司地区平地部編2 13 福岡県立九州歴史資料館 九州歴史資料館 2020.10 14051882

求来里平島遺跡1次 : A区の調査 日田市教育庁文化財保護課 日田市教育委員会 2019.3 14051881

北九州古文化圖鑑 第1輯 九州考古学会 福岡縣高等學校教職員組合 1950-1951 14051847

北九州古文化圖鑑 第2輯 九州考古学会 福岡縣高等學校教職員組合 1950-1951 14051848

山内清男の考古学 : 山内清男コレクション受贈記念 谷川 遼 早稲田大学會津八一記念博物館 2021.9 14051864
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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

白磁 : 井上萬二のわざ 井上 萬二 桜映画社 c2009 10264141

蒟醤 : 山下義人のわざ 山下 義人 [出版者不明] [2021] 10264139

木工芸 : 中川清司のわざ 中川 清司 [出版者不明] [2020] 10264140

桐塑人形 : 林駒夫のわざ 林 駒夫 桜映画社 c2007 10264138
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