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書名/著者名 親書誌 出版事項 請求記号 登録番号 教員名
1 南西諸島産有剣ハチ・アリ類検索図説 / 山根正気, 幾留秀一, 寺山守 北海道大学図書刊行会, 1999.12 486.7/Y 000128144 幾留

2
日本の真社会性ハチ : 全種・全亜種生態図鑑 = The Japanese social
wasps and bees / 高見澤今朝雄著

信濃毎日新聞社, 2005.11 486.7/TA 000148785 　〃

3 日本産ハナバチ図鑑 / 多田内修, 村尾竜起編 文一総合出版 , 2014.9 486.7/N 77 000168694 　〃

4
あっ!ハチがいる! : 世界のハチとハチの巣とハチの生活 / 千葉県立中
央博物館監修

晶文社出版 -- 晶文社 (発売), 20486.7/A 000142596 　〃

5 ハチの生活 / 岩田久二雄 著 (岩波科学の本 11) 岩波書店, 199811 486.7/I 000122896 　〃
6 狩りをするハチ / J.H.ファーブル著 (ファーブル昆虫記 2) 集英社, 199105 486/O 55/2 000087957 　〃

7
ブ-ン! : オ・ド・ロ・キ虫百科 /  [Caroline Bingham,Ben Morgan,Matthew
Robertson][編著] ; 仲瀬葉子訳

フレーベル館 , 2009.4 486/B 89 000167387 　〃

8
紙の家をたてる建築家 : クロスズメバチ・ハキリバチ・コハナバチ / J.H.
ファーブル 著

(ファーブル写真昆虫記 岩崎書店, 198703 486/F 11/3 000076695 　〃

9 雄太昆虫記 : ぼくのアシナガバチ研究所日記 / 中川雄太作 くもん出版 , 2002.3 486/N 32 000159144 　〃

10
公園で探せる昆虫図鑑 : 身近な昆虫を季節と場所から調べられる / 石
井誠著

誠文堂新光社 , 2011.5 486/I 75 000167306 　〃

11 発生の生物学30講 / 石原勝敏著 (図説生物学30講, 動物編  朝倉書店 , 2007.3 481.2/I 74 000165368 　〃
12 日本の昆虫の衰亡と保護 / 石井実監修 (環境Eco選書, 1) 北隆館 , 2010.9 486/N 71 000160595 　〃
13 河川環境の指標生物学 / 谷田一三編集 (環境Eco選書, 2) 北隆館 , 2010.12 519.4/KA 74 000168695 　〃
14 40歳からの快適居住学 : 「長生き人生の家」6つのおさえツボ / 林玉子 講談社, 199905 527/H 000124316 古川

15
高齢者と家族のためのユニバーサルエクステリア : Universal exterior /
新日軽21エクステリア会編

広葉書林, 200012 527/KO 000135491 　〃

16 高齢者のための建築環境 / 日本建築学会 編 彰国社, 199612 525.1/KO 000117893 　〃
17 本当に住みよい現代和風の家 : 実例和の心地よさを暮らしに生かす 主婦と生活社, [2006.11] 527/H 000149662 　〃
18 新感覚の二世帯住宅 / 講談社 編 講談社, 198802 527/H 83 000099554 　〃
19 新感覚のツーバイフォー住宅 / 講談社 編 講談社, 198711 527/H 83 000099551 　〃
20 コンパクト建築設計資料集成 / 日本建築学会編 丸善, 2006.1 525.1/KO 000153364 　〃
21 私たちの住まいと生活 / 水村容子, 井上由起子, 渡邉美樹編 彰国社 , 2013.12 527/W 47 000167270 　〃

22
高齢者・障害者の住まいの改造とくふう : 新築からリフォームまで / 野
村歓 著

保健同人社, 199610 527/N 000119344 　〃

23 やさしさの住居学 : 老後に備える100のヒント / 清家清 著 (やすらぎの住居学 2) 情報センター出版局, 199806 527/SE 000121221 　〃
24 高齢者にやさしい住宅増改築実例集 / 家の光協会 編 (在宅ケアハンドブック) 家の光協会, 199710 527.1/KO 000117693 　〃
25 動作とこれからの住環境 : わが家に住み続けるため / 坂本啓治著 久美, 200006 527.1/SA 000135603 　〃
26 Q&A高齢者の住まいづくりひと工夫 / 日本建築学会編 中央法規出版, 2006.9 527.1/Q 000149184 　〃
27 私たちの住居学 : サスティナブル社会の住まいと暮らし / 中根芳一編 理工学社, 2006.10 597/N 000149406 　〃
28 住環境科学 / 梁瀬度子, 長沢由喜子, 國嶋道子著 (ピュア生活科学) 朝倉書店, 1995.4 597/J 000142443 　〃
29 「家をつくる」ということ : 後悔しない家づくりと家族関係の本 / 藤原智美 プレジデント社, 199802 365.3/F 000118210 　〃
30 安心思想の住まい学 : それは、やすらぎと心地よさ / 早川和男 著 三五館, 199510 365.3/H 000116932 　〃
31 図説 日本の住宅事情 ぎょうせい, 199411 365.3/N 000106867 　〃
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32 老後の住まい革命 : 「メッセージ」が高齢者の暮らしを変える / 鶴蒔靖 IN通信社 , 2009.12 369.1/TS 85 000158111 　〃

33
自分らしく住むためのバリアフリー : ハウスアダプテーションの事例から
/ 住宅総合研究財団編

岩波書店, 2006.9 527.1/Z 000149198 　〃

34
集まって住む「終の住処」 : 自分の意思で暮らし続ける知恵と工夫 / 齊
藤祐子著

(百の知恵双書, 020) 農山漁村文化協会 , 2009.3 527/SA 25 000157666 　〃

35 老いの住宅大作戦 : 手づくりシニアハウスのすすめ / 駒尺喜美 三省堂, 199610 367.7/KO 000118874 　〃
36 近代日本の私学 : その建設の人と理想 / 日本教育科学研究所 編 有信堂, 197203 373.1/KI 42 000031101 池田
37 私学運営論 / 相良惟一 著 教育開発研究所, 198506 373/SA 16 000084841 　〃
38 教育行政法 / 木田宏 著 良書普及会, 198308 373.2/KI 12 000085869 　〃
39 私学の教育権と公費助成 / 大沢勝, 永井憲一編 (教育法学叢書, 3) 勁草書房 , 1973.6 373.2/KY 4/3000084913 　〃

40
えほん日本国憲法 : しあわせに生きるための道具 / 野村まり子絵・文 ;
笹沼弘志監修

明石書店 , 2008.9 323.14/N 95 000158741 　〃

41 18歳からはじめる憲法 / 水島朝穂著 (From 18) 法律文化社 , 2010.7 323.14/MI 96 000162161 　〃

42
やさしいことばで日本国憲法 : 新訳条文+英文憲法+憲法全文 / 池田香
代子訳 ; C.ダグラス・ラミス監修・解説

マガジンハウス, 2002.12 323.14/Y 000138370 　〃

43 日本国憲法 / 松井茂記著 有斐閣, 2007.12 323.14/MA 000153108 　〃
44 わが子に読み聞かせたい日本国憲法 / 水田嘉美著 三修社, 2003.8 323.14/MI 000139734 　〃
45 「日本国憲法」を読み直す / 井上ひさし, 樋口陽一著 (岩波現代文庫, 社会 ; 2岩波書店 , 2014.7 323.14/I 57 000169277 　〃
46 学校給食衛生管理基準の解説 : 学校給食における食中毒防止の手引 日本スポーツ振興センター学校安   374.94/G 16 000168184 村山
47 食品・環境の衛生検査 / 桑原祥浩, 上田成子編著 ; 澤井淳 [ほか] 著 (スタンダード人間栄養学朝倉書店 , 2014.4 498.54/SH 96000167181 　〃
48 調理施設の衛生管理 : 食品衛生の基本!! / 丸山務, 高谷幸監修 日本食品衛生協会 , 2009.2 498.54/C 000156217 　〃

49
調理場における衛生管理&調理技術マニュアル / 文部科学省スポーツ
青少年局学校健康教育課 [編]

学建書院 , 2011.9 374.94/C 53 000161041 　〃

50 食中毒学入門 : 予防のための正しい知識 / 本田武司著 大阪大学出版会 , 2012.7 493.157/H 84000164930 　〃

51
人体に危ない細菌・ウイルス : 食中毒・院内感染・感染症の話 / 小林
一寛著

(PHPサイエンス・ワール  PHP研究所 , 2014.4 491.7/KO 12 000167817 　〃

52 食中毒のリスクと人間社会 / 清水潮著 幸書房 , 2008.3 491.7/SH 49 000158063 　〃
53 食中毒・感染症の基礎知識 : これだけは知っておきたい / 橋本秀夫著 中央法規出版, 2002.7 498.54/H 000137250 　〃

54
知って防ごう食中毒 : 家庭や学校で役立つ、食中毒の知識と予防法 /
甲斐明美著

(写真を見ながら学べる
ビジュアル版, . 新体と
健康シリーズ

少年写真新聞社, 2007.2 498.54/KA 000150760 　〃

55 食中毒は予防できる! / 丸山務著 主婦と生活社, 199906 498.54/MA 000128819 　〃
56 家庭で防げる食中毒 / 篠田純男著 ; 日本薬学会編 (健康とくすりシリーズ) 丸善, 2001.3 498.54/SH 000147486 　〃
57 管理栄養士のための大量調理施設の衛生管理. 改訂 / 矢野俊博, 岸 幸書房, 2009.9 498.54/Y 58 000158801 　〃
58 食品環境実験50 / 藤田修三, 山田恭正編 医歯薬出版, 1999.12 498.54/SH 000148143 　〃
59 食の安全とリスクアセスメント / 熊谷進, 山本茂樹編 中央法規, 2204.4 498.54/SH 000143969 　〃
60 おじいちゃんは水のにおいがした / 今森光彦著 偕成社 , 2006.4 519.8/I 44 000159123 倉重
61 ハチドリのひとしずく : いま、私にできること / 辻信一監修 光文社, 2005.11 519.8/TS 000148891 　〃
62 捨てない生活 : 快適なドイツ流ライフスタイル / クライン孝子著 ポプラ社, 200102 519.23/KL 000133070 　〃
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63 125の提案 : 地球の未来へ / 毎日新聞社 編 毎日新聞社, 199803 519.04/H 000120395 　〃

64
地球にやさしいひとになる本 / G.ブレ,N.トルジュマン,L.サン=マルク作 ;
永田千奈訳

(Vivre ensemble) 晶文社, 2004.10 519/C 000143425 　〃

65 海と海洋汚染 / 松永勝彦, 久万健志, 鈴木祥広共著 (地球環境サイエンスシリ    三共出版, 1996.11 519/C/2 000153397 　〃
66 地球をこわさない生き方の本 / 槌田劭編著 (岩波ジュニア新書 179) 岩波書店, 199506 519/C 000108923 　〃

67
あなたが世界を変える日 : 12歳の少女が環境サミットで語った伝説のス
ピーチ / セヴァン・カリス=スズキ著 ; ナマケモノ倶楽部編・訳

学陽書房, 2003.7 519/C 000139834 　〃

68 水とごみの環境問題 / 伊与亨 [ほか] 著 TOTO出版, 2007.7 519/MI 000151552 　〃
69 海の働きと海洋汚染 / 原島省 (ポピュラーサイエンス) 裳書房, 199706 519.4/H 000120557 　〃
70 海ゴミ : 拡大する地球環境汚染 / 小島あずさ, 眞淳平著 (中公新書, 1906) 中央公論新社, 2007.7 519.4/KO 000151960 　〃

71
プラスチックスープの海 : 北太平洋巨大ごみベルトは警告する / チャー
ルズ・モア, カッサンドラ・フィリップス著 ; 海輪由香子訳

NHK出版 , 2012.8 519.4/MO 39 000164677 　〃

72
プラスチックの海 : おびやかされる海の生きものたち / 中西弘樹[ほか]
執筆 ; 佐尾和子, 丹後玲子, 根本稔編

海洋工学研究所出版部, 1995.4 519.4/P 000142524 　〃

73 ブラウザのしくみ / 佐藤信正著 技術評論社, 2006.11 547.48/SA 000151157 瀬戸
74 コンピュータのしくみ / 和田秀男著 (数学入門シリーズ) 岩波書店 , 2015.3 007.6/W 12 000169499 　〃
75 ハードウェア / 橋本洋志 [ほか] 共著 (図解コンピュータ概論) オーム社 , 2010.2 007.6/Z 6 000157654 　〃
76 ネットワークの考え方 : ルータとスイッチは何が違う? / 戸根勤著 オーム社, 2005.6 547.48/TO 000145863 　〃
77 入門者のJavaScript : 作りながら学ぶwebプログラミング / 立山秀利著 (ブルーバックス, B-1850講談社 , 2014.1 007.64/TA 94000169528 　〃
78 HTML&CSS&JavaScriptリファレンス / 磯野康孝, 蔵守伸一著 毎日コミュニケーンズ , 2007.3 547.48/H 000150855 　〃
79 HTMLとJavaScript / Java技術研究会編 工学図書 547.48/H 000111846 　〃
80 JavaScript & DHTMLクックブック / Dannty Goodman著 ; 村上列訳 オーム社 547.48/G 000154117 　〃
81 物理学がわかる / 川上康文著 技術評論社 420 / KA 95 0001720373 　〃

82
これだけはおさえたいゲーム物理学の知識基礎の基礎 / 谷尻豊寿, 谷
尻かおり著

技術評論社 423 / TA 87 0001730375 　〃

83 日経パソコン　2015.8.24 日経BP社 　〃
84 速習デザインWebデザイン基礎 / 境祐司著 (Quick master of design 技術評論社 , 2012.1 547.48/SA 29000170180 倉元

85
コンピュータのしくみを理解するための10章 : コンピュータはどのように
動くのか : ディジタル回路からアルゴリズムまでのステップ / 馬場敬信

技術評論社 , 2005.7 007.6/B 12 000170185 　〃

86 Webデザイン / 影山明俊, 石上美季子著 (30時間アカデミック) 実教出版 , 2013.10 547.48/KA 18000168674 　〃

87
学生・研究者のための使える!PowerPointスライドデザイン : 伝わるプレ
ゼン1つの原理と3つの技術 / 宮野公樹著

化学同人 , 2009.4 007.6/MI 79 000161320 　〃

88 Excelグラフィック教本 : かんたんイラストから精密画まで / 小野進著 技報堂出版, 2003.9 007.6/O 000139874 　〃
89 演習で学ぶIT入門 / 倉元博美 [ほか] 著 化学同人, 2001.4 007.6/E 000132713 　〃

90
すべての人に知っておいてほしいグラフィックデザインの基本原則 / 大
橋幸二 [ほか] 執筆

エムディエヌコーポレーション , 20727/SU 11 000165495 　〃

91
Slide:ology : プレゼンテーション・ビジュアルの革新 / ナンシー・デュア
ルテ著 ; 熊谷小百合訳

ビー・エヌ・エヌ新社 , 2014.12 336.4/D 93 000169394 　〃
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92
プレゼンは資料作りで決まる! : 意思決定を引き寄せる6つのステップ :
図解 / 天野暢子著

実業之日本社 , 2014.8 336.4/A 43 000169404 　〃

93 標準LAN教科書 / マルチメディア通信研究会編 (ポイント図解式) アスキー , 1993.2-1993.6 007/H/2 000101974 　〃
94 標準LAN教科書 / マルチメディア通信研究会編 (ポイント図解式) アスキー , 1993.2-1993.6 007/H/1 000101973 　〃

95
Office活用大学生の情報処理 : Word・Excel・PowerPoint 2013 / 福田
完治編 ; 福田完治, 治部哲也, 森際孝司, 嶋崎恒雄, 宇惠弘共著

ムイスリ出版 , 2014.4 007.6/O 16 000167021 　〃

96 グラフィックデザイン基礎 / 青木直子 [ほか] 共著 ; ファー・インク編 (デザインを学ぶ, 1) エムディエヌコーポレーション , 20727/D 69/1 000165506 　〃
97 色彩と配色セオリー / 石田恭嗣著 (デザインを学ぶ, 2) エムディエヌコーポレーション , 20727/D 69/2 000165507 　〃
98 情報科学の基礎 / 井内善臣 [ほか]著 (専門基礎ライブラリー) 実教出版 , 2010.10 007/J 66 000160181 　〃

99
伝えるプレゼンテーション魅せる工夫 : arrangement & design / 池田龍
二編著

Pilar Press , 2015.4 336.4/I 32 000169791 　〃

100
エクセルで分析、パワポでプレゼン! : 説得力を高めるプレゼン活用テク
ニック / 「SCCライブラリーズ」制作グループ編著

(SCC books, B-373) エスシーシー , 2014.3 336.4/E 75 000167147 　〃

101 女性のためのパソコン読本 : 楽しく、賢く、使いたい! / 下司智津江 著 (読本シリーズ 4) 主婦の友社, 199807 007.6/G 000120866 　〃

102
プログラムはなぜ動くのか : 知っておきたいプログラミングの基礎知識
/ 矢沢久雄著

日経BP社 -- 日経BP出版センター  007.64/Y 00154860 　〃

103 アルゴリズムとプログラミング技法 / 野崎昭弘著 (新情報ライブラリ 2) サイエンス社, 199910 007.64/N 000126468 　〃
104 気軽にプログラミング / 前川守著 (1000万人のコンピュータ     岩波書店 , 1995.4 007.6/MA/1 000107653 　〃

105
プログラミングを学ぶ! : これからはじめる人のための最初の一歩 / 古
原伸介著

すばる舎, 2003.4 007.64/KO 000139595 　〃

106 Web Designing  170 マイナビ 　〃

107
THE BLITHEDALE ROMANCE AND FANSHAWE / NATHANIEL
HAWTHORNE

(CENTENARY EDITION      OHIO STATE, 1965 938/C/3 000108305 髙島

108 The scarlet letter / Nathaniel Hawthorne (The centenary edition o        Ohio State University Press , c19938/C/1 000108303 　〃
109 TWICE-TOLD TALES / NATHANIEL HAWTHORNE (CENTENARY EDITION      OHIO STATE, 1974 938/C/9 000108311 　〃

110
ロマンスの迷宮 : ホーソーンに迫る15のまなざし / 日本ナサニエル・
ホーソーン協会九州支部研究会編

英宝社 , 2013.3 930.28/R 66 000164658 　〃

111 ユング心理学入門 / 河合隼雄著 (河合隼雄著作集, 第1巻岩波書店 , 1994.7 146.1/KA/1 000102524 　〃
112 ユング心理学の展開 / 河合隼雄著 (河合隼雄著作集, 第2巻岩波書店 , 1994.5 146.1/KA/2 000101476 　〃
113 緋文字 / ホーソーン著 ; 小川高義訳 (光文社古典新訳文庫, [光文社 , 2013.2 S00509757 　〃
114 詳注緋文字 / N.ホーソーン[著] ; 小山敏三郎編注 (N.ホーソーン作品集, 1) 南雲堂 , 1967 933/H 000106620 　〃
115 ヨブへの答え : Antwort auf Hiob / C.G.ユング [著] みすず書房, 199901 193.32/Y 000127916 　〃

116
蜘蛛の呪縛 : ホーソーンとその親族 / グロリア・C. アーリッヒ著 ; 丹羽
隆昭, 大場厚志, 中村栄造共訳

開文社出版 , 2001.9 930.28/H 000135431 　〃

117 美の芸術家ホーソーン / 矢作三蔵訳著 開文社出版 933/H45 000160236 　〃
118 個性化の過程 / C.A.マイヤー著 ; 氏原寛訳 （ユング心理学概説, 4） 創元社 146.1/ME 000095541 　〃
119 アメリカ文学史講義1新世界の夢 南雲堂 , 1997.5 930.29 / KA 000136112 　〃
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120
Dearest beloved : the Hawthornes and the making of the middle-class
family / T. Walter Herbert

The new historicism :
studies in cultural
poetics

Berkeley : University of
California Press , c1993

930.28/H 0001370200 　〃

121
スカーレット・レター : ある愛の物語 / / クリストファー・ビグズビー著 ;
宮本美智子訳

角川スカーレット文庫 角川書店 , 1995.12 S00506931 　〃

122
やさしくわかるユング心理学 : あなたの深層心理を読み解く一歩 / 山
根はるみ著

日本実業出版社 , 1999.9 146.1/J 000141404 　〃

123 聖母マリア : La Vierge : femme au visage divin / シルヴィ・バルネイ著 「知の再発見」双書 ; 95 創元社 , 2001 209/C/95 0001448056 　〃
124 薔薇のイコノロジー / 若桑みどり著 青土社 , 2003.6 702/W 0001415143 　〃
125 源氏物語 : 若紫・末摘花・絵合・行幸・柏木・鈴虫・幻 / [紫式部著] (複刻日本古典文学館 /  日本古典文学刊行会 , 1971.10-1913.36/MU 56000029624 伊佐山
126 謹訳源氏物語 / [紫式部著] ; 林望 [訳] 著 祥伝社 , 2010.3-2013.6 913.36/H 48/000158392 　〃
127 源氏物語 / [紫式部著] ; 瀬戸内寂聴訳 講談社, 1996.12-1998.4 913.36/MU/1 000115117 　〃
128 光源氏 (人物で読む源氏物語 /    勉誠出版, 2005 913.36/Z/2 000146059 　〃
129 源氏物語覚書 / 今西祐一郎著 岩波書店, 1998.7 913.36/I 000121347 　〃

130
王朝びとの生活誌 : 『源氏物語』の時代と心性 / 小嶋菜温子, 倉田実,
服藤早苗編

(叢書・文化学の越境, 19森話社 , 2013.3 910.23/O 15 000165276 　〃

131 平安文学でわかる恋の法則 / 高木和子著 (ちくまプリマー新書, 168筑摩書房 , 2011.10 910.23/TA 29000161340 　〃
132 文豪の古典力 : 漱石・鴎外は源氏を読んだか / 島内景二著 (文春新書, 264) 文藝春秋, 2002.8 910.26/SH 000141091 　〃
133 源氏物語百華 : 五十四帖すべての謎を解く / 左方郁子, 佐藤英子著 三修社, [2004.11] 913.36/SA 000144016 　〃
134 あさきゆめみし 5 風の章 : 源氏物語 / 大和和紀著 講談社, 199011 092/Y 45/5 000088007 　〃
135 源氏を読み解く100問 / 伊井春樹著 NHK出版 , 2008.5 913.36/I 000153440 　〃
136 光源氏が愛した王朝ブランド品 / 川添房江著 角川書店 913.36/KA 000153530 　〃
137 愛する源氏物語 / 俵万智 文芸春秋 913.36/TA 000139561 　〃
138 描かれた源氏物語 / 三田村雅子,　河添房江著 （描かれた源氏物語） 翰林書房 913.36/G/1 000153830 　〃
139 源氏物語の色 / 清水好子,　吉岡常雄著 （日本のこころ,60） 平凡社 913.36/G 34 000163271 　〃
140 文学　2015.1,2月号 岩波書店 　〃
141 Journal of verbal learning and verbal behavior 141.3/J 82 000065135 坪井
142 Memory & cognition 141.4/ME 38 000066740 　〃
143 記憶の原理 / A. M. スープレナント, I. ニース著 ; 今井久登訳 勁草書房 , 2012.12 141.34/SU 76000166540 　〃
144 記憶 / 高野陽太郎編 (認知心理学, 2) 東京大学出版会 , 1995.10 141.5/N/2 000110393 　〃

145
記憶力 : そのしくみとはたらき : カラー図説 / アラン・バッドリー著 ; 川
幡政道訳

誠信書房 , 1988.10 141.3/B 14 000092246 　〃

146
子どもの頃の思い出は本物か : 記憶に裏切られるとき / カール・サ
バー著 ; 越智啓太, 雨宮有里, 丹藤克也訳

化学同人 , 2011.5 141.34/SA 11000164100 　〃

147 楽しいもの忘れ怖いもの忘れ / 米山公啓著 法研, 2001.3 141.34/Y 000132982 　〃
148 記憶のふしぎがわかる心理学 / 高橋雅延著 日本実業出版社 , 1999.11 141.34/TA 000126673 　〃

149 学習心理学への招待 : 学習・記憶のしくみを探る / 篠原彰一著
(新心理学ライブラリ /
梅本堯夫, 大山正監修,

サイエンス社 , 2008.9 141.3/SH 000154024 　〃

150 認知心理学の冒険 / 兵藤宗吉, 野内類編著 ナカニシヤ出版 , 2013.5 　〃
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151 邪馬台国を知る事典 / 武光誠 東京堂出版, 199904 210.3/Y 000124395 竹中・下野
152 骨考古学と蝦夷・隼人 / 瀧川渉編 (市民の考古学, 12) 同成社 , 2012.11 210.3/TA 71 000163915 　〃
153 邪馬台国と倭国 / 平嶋定生 著 吉川弘文館, 199401 210.3/N 000101984 　〃
154 南九州古代ロマン : ハヤトの原像 / 中村明蔵 著 九山学芸図書, 199103 210.3/N 37 000087479 　〃
155 古人骨は語る : 骨考古学ことはじめ / 片山一道 著 同朋舎出版, 199105 210.2/KA 84 000094246 　〃
156 骨が語る古代の家族 : 親族と社会 / 田中良之著 (歴史文化ライブラリー, 2吉川弘文館, 2008.4 210.2/TA 000153593 　〃
157 埋ずもれた日本 : 考古学へのみちびき / たかしよいち著 偕成社 , 1981１.4 210.2/TA 54 000060228 　〃
158 考古学がわかる本 / 山岸良二 著 同成社, 200010 210.2/Y 000130559 　〃
159 事典人と動物の考古学 / 西本豊弘, 新美倫子編 吉川弘文館 , 2010.12 210.2/J 55 000164146 　〃

160 埴輪 / 一瀬和夫, 車崎正彦編
(考古資料大観, 4 . 弥
生・古墳時代）

小学館, 2004.5 210.2/KO/4 000147681 　〃

161 月刊考古学ジャーナル　No.671,2015 ニューサイエンス社 　〃
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