
2022年 7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

男女共同参画白書 令和4年版 内閣府男女共同参画局 勝美印刷 2022.6 9784909946386 10266376

特集オンラインで変わる子ども世界 かもがわ出版 2022.7 9784780312324 10266482

食料・農業・農村白書 令和4年版 農林水産省 日経印刷 2022.6 9784865793253 10266458

ソーシャルメディア・プリズム : SNSはなぜヒトを過激にするのか? Bail Chris みすず書房 2022.6 9784622090830 10266390

Photographic rendering with V-Ray for SketchUp : an all-inclusive guide to
creating a photo quality V-Ray render for SketchUp

: pbk. Bradley Brian Packt Pub. 2014 9781849693226 10266462

「図書館の自由に関する宣言1979年改訂」解説 日本図書館協会図書館の自由委員会 日本図書館協会 2022.5 9784820422020 10266356

Storytelling exhibitions : pbk. Hughes Philip 1964- Bloomsbury Visual Arts 2021 9781350105935 10266461

Death across cultures : death and dying in non-western cultures : pbk. Selin Helaine 1946- Springer c2019 9783030188283 10266464

気の思想 : 中国における自然観と人間観の展開 小野沢 精一 東京大学出版会 1978.3 4130160087 10266481

中国古代における人間観の展開 板野 長八 岩波書店 1972.7 10266480

動物の発生について Aristotle 岩波書店 2020.3 9784000927819 10266374

心理学と心理的支援 宇惠 弘 ミネルヴァ書房 2022.3 9784623091577 10266416

心理学要論 : こころの世界を探る 福田 由紀 培風館 2022.3 9784563052591 10266415

ロボット : 共生に向けたインタラクション = Robot : for symbiotic relationship with
humans

岡田 美智男 東京大学出版会 2022.3 9784130151818 10266444

間合い : 生態学的現象学の探究 = Ma'ai : an inquiry of ecological phenomenology 河野 哲也 東京大学出版会 2022.3 9784130151825 10266445

自己と他者 : 身体性のパースペクティヴから = Self and other : from an embodied
perspective

田中 彰吾 東京大学出版会 2022.3 9784130151832 10266446

サイボーグ : 人工物を理解するための鍵 = Cyborg : the key to understanding
media

柴田 崇 東京大学出版会 2022.4 9784130151849 10266447

動物 : ひと・環境との倫理的共生 谷津 裕子 東京大学出版会 2022.6 9784130151856 10266448

想起 : 過去に接近する方法 森 直久 東京大学出版会 2022.7 9784130151870 10266492

共感の正体 : つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか 山竹 伸二 河出書房新社 2022.3 9784309231129 10266420

芸術療法における絵本や音楽を媒介とした人と人との「つながり」の研究 中野 修 風間書房 2022.3 9784759924213 10266388

The truth of myth : world mythologies in theory and everyday life : pbk. Thompson Tok Freeland Oxford University Press 2020 9780190222802 10266467

･ 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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仏教漢語語義解釈 : 漢字で深める仏教理解 船山 徹 臨川書店 2022.5 9784653045168 10266406

虹の論証 1 小澤 正邦 三恵社 2022.3 9784866936116 10266349

虹の論証 2 小澤 正邦 三恵社 2022.3 9784866936123 10266350

Haiku illustrated : classic Japanese short poems : hbk. Larrabee Hart Amber Books 2020 9781838860431 10266393

工藤直子詩集 工藤 直子 角川春樹事務所 2022.7 9784758414104 10266496

寺山修司詩集 寺山 修司 角川春樹事務所 2022.7 9784758414098 10266494

宮沢賢治詩集 寺山 修司 角川春樹事務所 2022.7 9784758414111 10266495

鶴屋南北未刊作品集
第3巻: 鶴屋南北・直江
重兵衛篇

鶴屋 南北 白水社 2022.7 9784560098424 10266465

奈良絵本『太平記』の世界 : 永青文庫所蔵『絵入太平記』全挿絵影印ならびに研究 影印篇 中根 千絵 勉誠出版 (発売) 2022.3 10266377

奈良絵本『太平記』の世界 : 永青文庫所蔵『絵入太平記』全挿絵影印ならびに研究 研究篇 中根 千絵 勉誠出版 (発売) 2022.3 10266378

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房 2021.11 9784152100641 10266421

52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社 2020.4 9784120052989 10266419

羇旅漫録 : 付蓑笠雨談 滝沢 馬琴 平凡社 2022.6 9784582809077 10266437

読書随想 高橋 英夫 河出書房新社 2022.7 9784309709185 10266491

勅撰三漢詩集の研究 半谷 芳文 研文出版 2022.5 9784876364695 10266402

清代における日本漢文學の受容 蔡 毅 汲古書院 2022.3 9784762967122 10266403

フィルム : 映画・ラジオ・テレビ作品集 Beckett Samuel 1906-1989 白水社 2022.2 9784560093337 10266470

オデュッセイア Homer 京都大学学術出版会 2022.7 9784814004225 10266469

江戸藩邸へようこそ : 三河吉田藩「江戸日記」 久住 祐一郎 集英社インターナショナル 2022.4 9784797680966 10266450

かぐや姫の物語 スタジオジブリ 文藝春秋 2018.8 9784168120183 10266391

Our blue planet : an introduction to maritime and underwater archaeology : pbk Ford Ben Oxford University Press c2020 9780190649937 10266379

Une histoire universelle des ruines des origines aux Lumières : pbk. Schnapp Alain 1946- Éditions du Seuil [2020] 9782021282504 10266484

西アジアとヨーロッパの形成 : 八〜一〇世紀 佐藤 彰一 岩波書店 2022.6 9784000114189 10266382

1919年 : 現代への模索 木村 靖二 山川出版社 2022.6 9784634445116 10266449

北陸の古墳時代をさぐる : 能美古墳群 菅原 雄一 新泉社 2022.7 9784787721365 10266443

社会集団史 塚田 孝 山川出版社 2022.6 9784634530805 10266398

坂本龍馬復権論と薩長同盟 山岡 謁郎 清文堂出版 2021.6 9784792414917 10266351

教科書には載っていない維新直後の日本 安藤 優一郎 彩図社 2022.4 9784801305960 10266423
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日清戦争の研究 上巻 桧山 幸夫 ゆまに書房 2022.3 9784843362884 10266405

岡崎藩 堀江 登志実 現代書館 2022.7 9784768471609 10266468

公武政権の競合と協調 野口 実 吉川弘文館 2022.7 9784642068628 10266400

葛城の考古学 : 先史・古代研究の最前線 松田 真一 八木書店出版部 2022.6 9784840622554 10266397

東アジア近現代世界の諸相 : 菊池一隆教授退職記念論集 菊池 一隆 集広舎 2022.3 9784867350294 10266409

前漢時代における高祖系列侯 邉見 統 汲古書院 2022.3 9784762960710 10266404

Hitler's true believers : how ordinary people became Nazis : hbk. Gellately Robert 1943- Oxford University Press c2020 9780190689902 10266394

オーストリア・ボヘミア和協 : 幻のハプスブルク帝国改造構想 = Der österreichisch‐
böhmische Ausgleich : der erfolglosene Reformationsplan des Habsburgerreiches

川村 清夫 中央公論事業出版 2005.2 489514237X 10266353

図解リューベック : ハンザ都市の文化史入門 Draeger Heinz-Joachim 朝日出版社 2022.3 9784255012728 10266459

A concise history of Australia : pbk Macintyre Stuart 1947- Cambridge University Press 2020 9781108728485 10266489

遠山景晋 藤田 覚 吉川弘文館 2022.7 9784642053068 10266375

中江兆民と植木枝盛 : 日本民主主義の原型 松永 昌三 清水書院 2022.3 9784389441456 10266500

藤原純友 : 南海賊徒の首、伊予国日振島に屯聚す 寺内 浩 ミネルヴァ書房 2022.7 9784623094479 10266493

諸葛孔明 林田 慎之助 清水書院 2021.12 9784389441449 10266499

現代ホンジュラスを知るための55章 中原 篤史 明石書店 2022.7 9784750354170 10266498

100% Japon : Découvrir et comprendre en 546 images : pbk Bouissou Jean-Marie Picquier c2021 9782809714869 10266497

プラハとモスクワのスラヴ会議 = Slawenkongresse in Prag und Moskau 川村 清夫 [出版者不明] 2008.12 9784895143226 10266352

法社会学 和田 仁孝 新世社 2022.7 9784883843510 10266436

朝鮮の治安維持法の「現場」 : 治安維持法事件はどう裁かれたか 荻野 富士夫 六花出版 2022.5 9784866171654 10266389

人を結ぶコミュニケーション : 対人関係におけるウェル・ビーイングの心理学 大坊 郁夫 福村出版 2022.3 9784571250583 10266414

コミュニケーションリテラシーの教科書 : カウンセリングスキルを使ったエクササイズ 水野 修次郎 東京電機大学出版局 2022.3 9784501633400 10266412

Cosplay and the art of play : exploring sub-culture through art : pbk. Crawford Garry Palgrave Macmillan c2019 9783030159689 10266466

A passion for Japan : pbk Rucynski John BlueSky Publishing c2022 9784991150739 10266381

医学管理の完全解説 : 診療報酬点数表 : 指導管理・適応疾患の全ディテール 2022-23年版 川人 明 医学通信社 2022.6 9784870588899 10266451

近代日本の植民地教育と「満洲」の運動会 北島 順子 風響社 2022.3 9784894894228 10266358

インクルーシブな国語科教育入門 原田 大介 明治図書出版 2022.3 9784182945229 10266354

実務家教員という生き方 : 人生100年時代の新しい「知」の実践 実務家教員COEプロジェクト 先端教育機構社会構想大学院大学出版部 2022.3 9784910255088 10266347

大学に入ったら読む講義+レポートの基本 = Fundamental academic skills for first
year university student

小澤 正邦 三恵社 2022.1 9784866935805 10266348
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Be well, learn well : improve your wellbeing and academic performance : pbk Hughes Gareth
Red Globe Press : Macmillan International Higher
Education

2020 9781352010688 10266399

The epochal event : transformations in the entangled human, technological, and
natural worlds

: hbk. Simon Zoltán Boldizsár Palgrave Pivot 2020 9783030478049 10266442

Japan : the natural history of an Asian archipelago Brazil Mark Princeton University Press 2022 9780691175065 10266490

奇想天外な目と光のはなし 入倉 隆 雷鳥社 2022.3 9784844137849 10266424

動物たちのナビゲーションの謎を解く : なぜ迷わずに道を見つけられるのか Barrie David 1953- インターシフト 2022.4 9784772695756 10266422

医療専門用語言いかえ辞典 : 医療系学生のための 大久保 恵美子 メヂカルフレンド社 2021.4 9784839216689 10266483

感染管理ベーシックブック 大滝 周 メヂカルフレンド社 2020.11 9784839216696 10266411

生活健康科学 小田切 陽一 三共出版 2022.4 9784782708118 10266413

Architectural regeneration : hbk Orbasli Aylin Wiley 2020 9781119340331 10266485

The day the world stops shopping : how ending consumerism gives us a better life
and a greener world

: pbk MacKinnon J. B. The Bodley Head c2021 9781847925480 10266380

建造物塗装彩色史の研究 北野 信彦 雄山閣 2022.2 9784639028253 10266435

The sustainable fashion quest : innovations in business and policy : pbk Anguelov Nikolay Productivity Press c2021 9780367720735 10266373

Stories of fashion, textiles and place : evolving sustainable supply chains : pbk. Burns Leslie Davis Bloomsbury Visual Arts 2021 9781350136335 10266463

Digitalization in the luxury fashion industry : strategic branding for millennial
consumers

: hbk. Cabigiosu Anna Palgrave Macmillan 2020 9783030488093 10266441

The fashion business : theory and practice in strategic fashion management : pbk Golizia Dario 1966- Routledge 2022 9780367490553 10266440

The most beautiful job in the world : PB Mensitieri Giulia Bloomsbury Visual Arts 2020 9781350110168 10266488

Front-line workers in the global service economy : overshadowed and
overstretched in the fast fashion world

: pbk. Fullin Giovanna Routledge 2021 9781032005591 10266487

基礎からわかるレストランサービススタンダードマニュアル 日本ホテルレストランサービス技能協会 職業訓練教材研究会 2020.2 9784786311567 10266438

プロダクトリサーチ・ルールズ : 製品開発を成功させるリサーチと9つのルール Bilgen Aras ビー・エヌ・エヌ 2022.3 9784802512343 10266417

Why travel? : understanding our need to move and how it shapes our lives : pbk Niblett Matthew Bristol University Press 2021 9781529216370 10266486

探訪 : ローカル番組の作り手たち 隈元 信一 はる書房 2022.2 9784899841999 10266355

帝国をつなぐ「声」 : 日本植民地時代の台湾ラジオ 井川 充雄 ミネルヴァ書房 2022.2 9784623092796 10266408

Exporting Japanese aesthetics : evolution from tradition to cool Japan : hardcover Kimura Tets Sussex Academic Press c2020 9781789760019 10266395

葛飾北斎万物絵本大全 : 大英博物館所蔵未発表版下絵 葛飾 北斎 朝日新聞出版 2022.4 9784022587138 10266439

カドミウム・イエローの窓 : あるいは絵画の下層 Damisch Hubert 水声社 2019.12 9784801004450 10266387

写実絵画の魅力 : 世界初写実絵画専門美術館「ホキ美術館」に見る 安田 茂美 世界文化社 2013.11 9784418132492 10266357

画材を知る : 30人が選んだ画材と作品 日本透明水彩会 日貿出版社 2022.4 9784817021946 10266410

ベンジャミン・バニーのおはなし Potter Beatrix 1866-1943 早川書房 2022.6 9784152101044 10266478
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2ひきのわるいねずみのおはなし Potter Beatrix 1866-1943 早川書房 2022.6 9784152101051 10266479

パリ・オペラ座とグランド・オペラ 丸本 隆 森話社 2022.3 9784864051668 10266396

台湾華語 林 初梅 大阪大学出版会 2022.2 9784872593433 10266407

世界大地図帳 梅棹 忠夫 平凡社 2022.6 9784582435146 10266392

陕西洞窟造像全集 白 文 陕西人民美術出版社 2021.10 9787536837775 10266401

発達心理学の視点 : 「わたし」の成り立ちを考える 小松 孝至 サイエンス社 2022.6 9784781915371 10266418

醫藥卷 王 興伊 巴蜀書社 2021.12 9787553116013 10266460

但馬・丹波・淡路 櫃本 誠一 神戸新聞総合出版センター 2022.4 9784343009753 10266359

生活文化史 1-7 日本生活文化史学会 雄山閣出版 1983.11- 10266343

生活文化史 8-13 日本生活文化史学会 雄山閣出版 1983.11- 10266344

生活文化史 14-19 日本生活文化史学会 雄山閣出版 1983.11- 10266345

生活文化史 20-25 日本生活文化史学会 雄山閣出版 1983.11- 10266346

旅 6(10-12) 日本旅行文化協會 ゆまに書房 2020.10- 10266386

旅 6(1-3) 日本旅行文化協會 ゆまに書房 2020.10- 10266383

旅 6(4-6) 日本旅行文化協會 ゆまに書房 2020.10- 10266384

旅 6(7-9) 日本旅行文化協會 ゆまに書房 2020.10- 10266385

歯科衛生士国試対策集 2023年対応 歯科衛生士国試対策研究会 クインテッセンス出版 2019.6 9784781208831 91073780

徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験問題集 2023年版 : セット 歯科衛生士国試問題研究会 医歯薬出版 2019.6- 9784263420935 91073765
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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。）

看護学生プレトレーニング : 人体のしくみ : からだのしくみがみるみるわかる 増田 敦子 メヂカルフレンド社 2021.12 9784839216801 93500887

New看護学生プレトレーニング : 看護を学ぶ前にもう一度整理しておきたい基礎知
識

メヂカルフレンド社編集部 メヂカルフレンド社 2017.10 9784839216221 93500886

管理栄養士国家試験過去問解説集 : 5年分徹底解説 2023 管理栄養士国試対策研究会 中央法規出版 2009.7- 9784805887264 93500878

国試の麗人 : 管理栄養士国試対策 2023Year book RDC管理栄養士センター RDC管理栄養士センター札幌校 2005.8- 93500885

What's EBM? : 図書館員のためのEBM入門 中山 健夫 近畿病院図書室協議会 2006.11 499032840X 35005098

世界大地図帳 梅棹 忠夫 平凡社 2022.6 9784582435146 35005103

人を助けるとはどういうことか : 本当の協力関係をつくる7つの原則 Schein Edgar H. 英治出版 2011.4 9784862760609 35005105

日本人は論理的でなくていい 山本 尚 産経新聞出版 2020.10 9784819113915 35005106

シャイン博士が語るキャリア・カウンセリングの進め方 : 「キャリア・アンカー」の正し
い使用法

Schein Edgar H. 白桃書房 2017.1 9784561246909 35005104

Designing motherhood : hbk. Fisher Michelle Millar The MIT Press 2021 9780262044899 35005108

沈黙をやぶって : 子ども時代に性暴力を受けた女性たちの証言+心を癒す教本(ヒー
リング マニュアル)

森田 ゆり 築地書館 1992.11 4806767042 35005115

自然出産の智慧 : 非西洋社会の女性たちが伝えてきたお産の文化 Goldsmith Judith 日本教文社 1997.12 4531081099 35005102

Teaching writing in the health professions : perspectives, problems, and practices : pbk. Madson Michael J. Routledge 2021 9780367750886 35005122

ケアの気づき : メイヤロフの「ケア論」がひらく世界 西田 絵美 ゆみる出版 2022.1 9784946509575 35005116

看護学生のためのケース・スタディ 鎌倉 やよい メヂカルフレンド社 2011.1 9784839213510 35005109

楽しくなる看護研究 上野 栄一 メヂカルフレンド社 2012.1 9784839214609 35005097

患者さんの情報収集ガイドブック 古橋 洋子 メヂカルフレンド社 2010.1 9784839213527 35005110

看護学生のためのACPワークブック 濱田 安岐子 メヂカルフレンド社 2020.12 9784839216757 35005111

母性看護 茅島 江子 中央法規出版 2022.2 9784805884348 35005100

老年看護技術 泉 キヨ子 メヂカルフレンド社 2015.1 9784839215866 35005112

在宅看護技術 正野 逸子 メヂカルフレンド社 2021.12 9784839216795 35005113

子どもの食と栄養演習 小川 雄二 建帛社 2022.3 9784767951386 35005096

月経の人類学 : 女子生徒の「生理」と開発支援 杉田 映理 世界思想社 2022.6 9784790717683 35005101

Japan Nutrition : pbk. 中村 丁次 Springer Nature Singapore 2022 9789811663185 35005114

感染管理ベーシックブック 大滝 周 メヂカルフレンド社 2020.11 9784839216696 35005099

Race, ethnicity, gender and other social characteristics as factors in health and
health care disparities

: print Kronenfeld Jennie J. Emerald Publishing 2020 9781839827990 35005123

理系の女の生き方ガイド : 女性研究者に学ぶ自己実現法 宇野 賀津子 講談社 2000.10 4062573075 35005107
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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。)

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査報告 20 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2022.3 14052113

特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡 : 発掘調査・環境整備事業概報 50 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2022.3 14052114

日本先史考古学史の基礎研究 : 山内清男の学問とその周辺の人々 続 大村 裕 六一書房 2022.5 9784864451598 14052087

近世物質文化の考古学的研究 : 民具資料との対比から日蘭物質文化比較へ 小林 克 六一書房 2021.3 9784864451413 14052091

中国考古学年鑒 2019 中国考古学会 中國社会科学出版社 2021.4 9787520382687 14052097

燕山南北地区新石器时代考古学文化研究 索 秀芬 科学出版社 2021.5 9787030685520 14052092

乳源莱山六朝至唐时期墓葬发掘报告 广东省文物考古研究所 科学出版社 2021.5 9787030663474 14052093

扬帆 : 贵州青年考古学者论集 贵州省文物考古研究所 上海古籍出版社 2021.5 9787532599707 14052096

梦回布哈拉 : 唐定远将军安菩夫妇墓出土文物特展 = Returning to Bukhara :
exhibition of cultural relics excavated from the combined tomb of general An Pu
and his wife in Tang dynasty

王 军花 中州古籍出版社 (出版发行) 2020.7 9787534892578 14052095

小規模開発関連発掘調査報告書 令和2年度 長浜市市民協働部歴史遺産課 長浜市 2022.3 14052109

内保遺跡第75次発掘調査報告書 長浜市市民協働部歴史遺産課 長浜市 2022.3 14052110

野洲市文化財調査概要報告書 令和3年度 野洲市教育委員会文化財保護課 野洲市教育委員会文化財保護課 2022.3 14052108

野洲市埋蔵文化財調査概要報告書 令和3年度 野洲市教育委員会文化財保護課 野洲市教育委員会文化財保護課 2022.3 14052107

平安京左京三条四坊一町跡発掘調査報告書 文化財サービス 文化財サービス 2021.12 14052079

平安京左京四条二坊十五町跡・本能寺城跡発掘調査報告書 文化財サービス 文化財サービス 2022.3 14052080

上京遺跡・寺ノ内旧域発掘調査報告書 文化財サービス 文化財サービス 2022.3 14052081

平安京右京六条三坊二町跡・西院遺跡 : 西院西寿町における埋蔵文化財発掘調
査報告書

イビソク関西支店 イビソク関西支店 2021.6 14052101

国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」関係遺跡発掘調査 : 井手遺跡第5次
(令和2年度)

亀岡市教育委員会 亀岡市教育委員会 2022.3 14052111

篠窯業生産遺跡群試掘調査 亀岡市教育委員会 亀岡市教育委員会 2022.3 14052112

馬場遺跡(第11次)発掘調査報告書 八幡市教育委員会 八幡市教育委員会 2021.3 14052098

国庫補助事業発掘調査報告書 令和3年度 八幡市教育委員会 八幡市教育委員会 2022.3 14052099

上奈良遺跡(第7次・第7-2次)発掘調査報告書 八幡市教育委員会 八幡市教育委員会 2022.3 14052100

市内遺跡発掘調査報告書 令和元年度 京丹後市教育委員会 京丹後市教育委員会 2020.3 14052102

浜詰遺跡・東風ヶ奥遺跡発掘調査報告書 京丹後市教育委員会 京丹後市教育委員会 2022.3 14052103

木津川市内遺跡発掘調査報告書 令和3年度 木津川市教育委員会 木津川市教育委員会 2022.3 14052077

史跡高麗寺跡整備報告書 木津川市教育委員会 木津川市教育委員会 2022.3 14052078

豊崎遺跡発掘調査報告 : 大阪市北区 大阪市文化財協会 大阪市文化財協会 2022.3 9784863051560 14052072
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大阪市北区大深町遺跡発掘調査報告 : 梅田墓の調査 2 大阪市文化財協会 大阪市文化財協会 2022.3 9784863051577 14052073

北区中之島六丁目30-5他における建設工事に伴う中之島蔵屋敷跡発掘調査報告
書

大阪市文化財協会 大阪市文化財協会 2022.2 9784863051546 14052074

5世紀の倭と東アジア : 国際シンポジウム記録集 堺市博物館 堺市博物館 2022.3 14052088

泉大津市埋蔵文化財発掘調査報告書 41 泉大津市教育委員会生涯学習課 泉大津市教育委員会生涯学習課 2022.3 14052082

古市遺跡群 43
羽曳野市教育委員会世界遺産・文化財総
合管理室文化財課

羽曳野市教育委員会世界遺産・文化財総合管理
室文化財課

2022.3 14052084

羽曳野市内遺跡調査報告書 令和元年度 羽曳野市教育委員会
羽曳野市教育委員会世界遺産・文化財総合管理
室文化財課

2022.3 14052083

石川流域遺跡群発掘調査報告 37 藤井寺市教育委員会事務局 藤井寺市教育委員会事務局 2022.3 14052075

特別史跡山田寺跡保存活用計画書 : 奈良県桜井市 桜井市教育委員会文化財課 桜井市 2022.1 14052106

大福遺跡第24次発掘調査報告書 : 奈良県桜井市 桜井市文化財協会 桜井市文化財協会 2021.12 14052105

纒向遺跡第201次調査 桜井市教育委員会 桜井市教育委員会文化財課 2022.3 14052104

「紀伊半島をめぐる海の道と文化交流」予稿集・論考集 : 関連シンポジウム : 「海に
挑み、海をひらく : きのくに七千年の文化交流史」 : 和歌山県立紀伊風土記の丘令
和3年度秋期特別展

和歌山県立紀伊風土記の丘 和歌山県立紀伊風土記の丘 2021.11 14052090

方花与翼兽 : 汉画像的奇幻世界 朱 存明 文化藝術出版社 2020.12 9787503970030 14052094

中国・韓瓶の研究 関口 広次 六一書房 2022.4 9784864451581 14052086

但馬・丹波・淡路 櫃本 誠一 神戸新聞総合出版センター 2022.4 9784343009753 14052071

都市近郊地域歴史像の再構築 : 京都・白川道の研究を基盤として 千葉 豊
京都大学大学院文学研究科附属文化遺産学・人
文知連携センター

2022.3 14052085

広域編年と地域編年の齟齬 : 中国四国前方後円墳研究会第20回研究集会 : 発表
要旨集・資料集

中国四国前方後円墳研究会第20回研究集
会徳島大会実行委員会

[出版者不明] 2017.11 14052089

日本における梵網経と菩薩戒思想の問題 興膳 宏 仏教美術研究上野記念財団 2022.3 14052076

8/11



書名 巻冊次等 著者名 出版社 出版年 ISBN/ISSN 資料番号

◆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

ニューヨーク公共図書館 : エクス・リブリス Wiseman Frederick 1930- ポニー・キャニオン (発売・販売元) c2017 10266471

神様たちの街 : 長編記憶映画 田中 幸夫 風楽創作事務所 2016 10266477

オアシス都市のくらし 国立民族学博物館 国立民族学博物館
2022.3,
c2022

10266360

マレーシアクランタンの影絵人形芝居 国立民族学博物館 国立民族学博物館
2022.3,
c2022

10266363

漢族の祖先祭祀と祖廟 国立民族学博物館 国立民族学博物館
2022.3,
c2022

10266361

千年の時を奏でる : モロッコのアンダルシア音楽祭 国立民族学博物館 国立民族学博物館
2022.3,
c2022

10266362

ホメオスタシス 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2022 9784862438775 10266457

遺伝情報 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2021 9784862438737 10266453

細胞 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2021 9784862438720 10266452

細胞の増殖 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2021 9784862438744 10266454

生殖 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2022 9784862438751 10266455

組織と器官 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2022 9784862438768 10266456

うつ病、双極性障害 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2017 9784862435507 10266428

今日の精神科医療 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2019 9784862435484 10266426

児童期の精神障害(発達障害) 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2018 9784862435545 10266432

睡眠障害 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2014 9784862435569 10266434

精神機能と障害 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2013 9784862435477 10266425

青年期の精神障害 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2015 9784862435552 10266433

統合失調症 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2015 9784862435491 10266427

認知症 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2018 9784862435538 10266431

不安症、強迫症 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2016 9784862435514 10266429

物質依存症 : 物質関連障害および嗜癖性障害群 医学映像教育センター 医学映像教育センター c2017 9784862435521 10266430

放置された地球 著作権処理済み Cohen Bonni NBCユニバーサル・エンターテイメント [seller]
[2018?],
c2017

10266476

平成13年度工芸技術記録映画 : 石州半紙 文化庁 文化庁 [2021] 10266368

萩焼 : 十一代三輪休雪の鬼萩 = Hagi ware : the onihagi tea bowls of Miwa Kyū
setsu XI

三輪 休雪 [出版者不明] c2003 10266369

平成8/9年度工芸技術記録映画: 蒟醤: 太田儔のわざ 文化庁 文化庁 2021 10266366
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螺鈿 : 北村昭斎のわざ = Raden mother-of-pearl inlay : the art of Kitamura Shōsai 北村 昭斎 [出版者不明] 2022 10266370

刺繍 : 福田喜重のわざ = Japanese embroidery : the art of Fukuda Kijū 福田 喜重 [出版者不明] c2005 10266371

平成2年度工芸技術記録映画: 久留米絣 文化庁 文化庁 [2021] 10266364

結城紬 : 本場結城紬技術保持会のわざ = The art of yūki tsumugi silks : curated by
the Association for the Preservation of Honba Yūki-tsumugi Weaving Techniques

文化庁 [出版者不明] c2022 10266372

読谷山花織: 與那嶺貞のわざ 文化庁 文化庁 2021 10266367

奥田忠彦のラパン 中村 好文 レミングハウス (発売) [201-] 10266473

金澤知之 : みっつの手仕事 中村 好文 レミングハウス (発売) [201-] 10266475

平成3年度工芸技術記録映画:竹工芸: 飯塚小玕齋のわざ 文化庁 文化庁 2021 10266365

村上富朗のサックバックチェア 中村 好文 レミングハウス(発売) [201-] 10266472

横山浩司のフラティーノ 中村 好文 レミングハウス (発売) [201-] 10266474
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■大阪キャンパス

ダウン症者の暮らし アローウィン アローウィン [2017.12] 35005118

私の統合失調症 アローウィン アローウィン [2018.8] 35005120

肢体不自由者の暮らし アローウィン アローウィン [2018.12] 35005121

自閉症者の暮らし アローウィン アローウィン [2017.12] 35005119

がんと生きる : 言葉の処方箋 : [著作権処理済] 野澤 和之 がん哲学外来映画製作委員会 (発売) [2019] 35005117
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