
No 元の配置場所 資料ID 資料情報 請求記号
1 旦野原・1階AV資料 10324612 誰も知らない / 是枝裕和監督・脚本・編集. -- バンダイビジュアル (発売), 2005. v. AV-D||1-778||2-DR

2 旦野原・1階AV資料 10355030
ホテル・ルワンダ / テリー・ジョージ監督・脚本・製作 ; 本篇ディスク, 特典ディスク,
[セット]. -- プレミアム・エディション. -- インターフィルム (発売), 2004. v.

AV-D||1-778||1-DR

3 旦野原・1階AV資料 11399058
アナと雪の女王 / クリス・バック, ジェニファー・リー監督. -- ウォルト・ディズニー・ス
タジオ・ジャパン (発売), 2013. -- (Disney Blu-ray)(Disney DVD). v.

AV-D||1-778||1-AN

4 旦野原・1階AV資料 11415821
君の名は。 = your name. / 新海誠原作・脚本・監督 ; : 施設使用承認証(施設外利用)[付]. -
- 東宝 (発売・販売), 2017. v.

AV-D||1-778||2-AN

5 旦野原・1階AV資料 11423065
ボヘミアンラプソディ / ブライアン・シンガー監督 ; グレアム・キング, ジム・ビーチ製作
; アンソニー・マクカーテン脚本 ; : レンタル専用. -- 20世紀フォックス・ホーム・エン
ターテイメント・ジャパン (発売), 2019. v.

AV-D||1-778||1-MU

6 旦野原・1階AV資料 11399061
図書館戦争 = Library wars / 佐藤信介監督 ; 野木亜紀子脚本 ; 有川浩原作. -- KADOKAWA
(発売・販売), 2013. v.

AV-D||1-778||2-AC

7 旦野原・1階AV資料 11405231
宮崎駿の仕事 / NHK出版企画・制作 ; : [販売専用]. -- NHKエンタープライズ, 2009. --
(NHK VIDEO . プロフェッショナル : 仕事の流儀 ; 特別編). v.

AV-D||3-366||111

8 旦野原・1階AV資料 11431829
大科学実験 = discover science / NHKエデュケーショナル企画・制作 ; 1, 2, 3. -- NHKエ
ンタープライズ, 2017. -- (NHKDVD教材). v.

AV-D||3-407

9 旦野原・1階AV資料 11431828
大科学実験 = discover science / NHKエデュケーショナル企画・制作 ; 1, 2, 3. -- NHKエ
ンタープライズ, 2017. -- (NHKDVD教材). v.

AV-D||3-407

10 旦野原・1階AV資料 11431827
大科学実験 = discover science / NHKエデュケーショナル企画・制作 ; 1, 2, 3. -- NHKエ
ンタープライズ, 2017. -- (NHKDVD教材). v.

AV-D||3-407

11
旦野原・1階就活コー
ナー

10480864 出るとこだけ!一問一答一般常識&最新時事 / 小林公夫著 ; ['23年度版]. -- 高橋書店, 2021. 307.8||KK4||2023

12
旦野原・1階就活コー
ナー

10480867 一問一答面接攻略完全版 / 櫻井照士著 ; ['23年度版]. -- 高橋書店, 2021. 307.8||SS9||2023

13
旦野原・1階就活コー
ナー

10480865 最新!SPI3完全版 / 柳本新二著 ; ['23年度版]. -- 高橋書店, 2021. 307.8||YS19||2023

14
旦野原・1階就活コー
ナー

10480875 就職四季報総合版 / 東洋経済新報社編 ; 2022年版. -- 東洋経済新報社, 2020. 377.9||TS8||2022

15
旦野原・1階就活コー
ナー

10395855 君たちはどう働くか / 今野晴貴著. -- 皓星社, 2016. 366||KH11

16
旦野原・1階就活コー
ナー

11391002 社会への出かた : 就職・学び・自分さがし / 白井利明著. -- 新日本出版社, 2014. 366.21||ST19

17
旦野原・1階就活コー
ナー

11403292
未来から選ばれる働き方 : 「会社がなくなる時代」のキャリア革命 / 神田昌典, 若山陽一
著. -- PHP研究所, 2016. -- (PHPビジネス新書 ; 355).

159.4||KM13

18
旦野原・1階就活コー
ナー

11398012
空想教室 : 好奇心を"天職"に変える / 植松努著. -- サンクチュアリ出版, 2015. --
(Sanctuary books).

159||UT11

19
旦野原・1階(ダイバーシ
ティ入門書コーナー
（FS＆DEI）)

11432078
世界と科学を変えた52人の女性たち / レイチェル・スワビー著 ; 堀越英美訳. -- 青土社,
2018.

402.8||SR19

20
旦野原・1階(ダイバーシ
ティ入門書コーナー
（FS＆DEI）)

11432115
ガール・コード : プログラミングで世界を変えた女子高生二人のほんとうのお話 / ソ
フィー・ハウザー, アンドレア・ゴンザレス著 ; 堀越英美訳. -- Pヴァイン, 2019. -- (Ele-
king books).

798.5||HS7

21
旦野原・1階(ダイバーシ
ティ入門書コーナー
（FS＆DEI）)

11432135
多様性との対話 : ダイバーシティ推進が見えなくするもの / 岩渕功一編著. -- 青弓社, 2021.
-- (青弓社ライブラリー ; 100).

361.8||IK20

22
旦野原・1階(ダイバーシ
ティ入門書コーナー
（FS＆DEI）)

11432217
認知や行動に性差はあるのか : 科学的研究を批判的に読み解く / ポーラ・J・カプラン,
ジェレミー・B・カプラン著 ; 森永康子訳. -- 北大路書房, 2010.

143.1||CP14

23
旦野原・1階(ダイバーシ
ティ入門書コーナー
（FS＆DEI）)

11432071
私の科学者ライフ : 猿橋賞受賞者からのメッセージ : 猿橋賞40周年記念出版 / 女性科学者
に明るい未来をの会編. -- 日本評論社, 2021.

402.1||JW19

24 旦野原・1階児童図書 10258596
おおきな木 / シェル・シルヴァスタインさくえ ; ほんだきんいちろうやく. -- 篠崎書林,
1976.

E1||SS15

25 旦野原・1階児童図書 10391835
おしいれのぼうけん / ふるたたるひ, たばたせいいちさく. -- 童心社, 1974. -- (絵本・ぼく
たちこどもだ ; 1).

E1||FT15

26 旦野原・1階児童図書 10258919 11ぴきのねこ / 馬場のぼる著. -- こぐま社, 1967. E1||BN10

27 旦野原・1階児童図書 11063080
つばさをもった恐竜族 / 重井陸夫文 ; 夏目義一絵. -- 福音館書店, 1992. -- (たくさんのふし
ぎ傑作集).

E1||SM20
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28 旦野原・1階児童図書 10070675
三びきのやぎのがらがらどん : アスビョルンセンとモーの北欧民話 / マーシャ・ブラウン
え ; 瀬田貞二やく. -- 福音館書店, 1965. -- (世界傑作絵本シリーズ).

E1||BM19

29 旦野原・1階児童図書 11386046
だいおういかのいかたろう / ザ・キャビンカンパニー作・絵. -- 鈴木出版, 2014. -- (ひまわ
りえほんシリーズ).

E1||KD9

30 旦野原・1階児童図書 11406964 ひげらっぱ / ザ・キャビンカンパニー作・絵. -- ひさかたチャイルド, 2016. E1||KH16
31 旦野原・1階児童図書 10258598 花さき山 / 斎藤隆介・作 ; 滝平二郎・絵. -- 岩崎書店, 1969. -- (ものがたり絵本 ; 20). E1||SR20

32 旦野原・1階児童図書 11419022
どう解く? : 答えのない道徳の問題 / やまざきひろし文 ; きむらよう, にさわだいらはるひ
と絵. -- ポプラ社, 2018.

J1||YH4

33 旦野原・1階児童図書 10265533 ハリー・ポッターと賢者の石 / J.K.ローリング作 ; 松岡佑子訳. -- 静山社, 1999. YA||RJ8||1
34 旦野原・1階児童図書 10265553 奇怪なサーカス. -- 小学館, 2001. -- (ダレン・シャン / Darren Shan作 ; [1]). YA||SD4||1

35
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11429974
宇宙人と出会う前に読む本 : 全宇宙で共通の教養を身につけよう / 高水裕一著. -- 講談社,
2021. -- (ブルーバックス ; B-2176).

B1||2176

36
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11433780 思考実験 : 科学が生まれるとき / 榛葉豊著. -- 講談社, 2022. -- (ブルーバックス ; B-2193). B1||2193

37
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11432500
エビはすごいカニもすごい : 体のしくみ、行動から食文化まで / 矢野勲著. -- 中央公論新
社, 2021. -- (中公新書 ; 2677).

C1||2677

38
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11432501
北条義時 : 鎌倉殿を補佐した二代目執権 / 岩田慎平著. -- 中央公論新社, 2021. -- (中公新書
; 2678).

C1||2678

39
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11428802
勉強する気はなぜ起こらないのか / 外山美樹著. -- 筑摩書房, 2021. -- (ちくまプリマー新書
; 373).

C9||373

40
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11426158
子どもを守る仕事 / 佐藤優, 遠藤久江, 池上和子著. -- 筑摩書房, 2020. -- (ちくまプリマー
新書 ; 361).

C9||361

41
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11433743
人生はゲームなのだろうか? : 〈答えのなさそうな問題〉に答える哲学 / 平尾昌宏著. -- 筑
摩書房, 2022. -- (ちくまプリマー新書 ; 395).

C9||395

42
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11424589
一人で思う、二人で語る、みんなで考える : 実践!ロジコミ・メソッド / 追手門学院大学成
熟社会研究所編. -- 岩波書店, 2020. -- (岩波ジュニア新書 ; 921).

I11||921

43
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11427022
自分を励ます英語名言101 / 小池直己, 佐藤誠司著. -- 岩波書店, 2020. -- (岩波ジュニア新
書 ; 928).

I11||928

44
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11431579 車輪の下で / ヘッセ著 ; 松永美穂訳. -- 光文社, 2007. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KAヘ3-1]). K30||KAヘ||3-1

45
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11431560
初恋 / トゥルゲーネフ著 ; 沼野恭子訳. -- 光文社, 2006. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KAト2-
1]).

K30||KAト||2-1

46
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11433902 人生百年の教養 / 亀山郁夫著. -- 講談社, 2022. -- (講談社現代新書 ; 2656). K10||2656

47
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11421891 総理通訳の外国語勉強法 / 中川浩一著. -- 講談社, 2020. -- (講談社現代新書 ; 2559). K10||2559

48
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11430433
新型コロナワクチン本当の「真実」 / 宮坂昌之著. -- 講談社, 2021. -- (講談社現代新書 ;
2631).

K10||2631

49
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11431644
虫めづる姫君 : 堤中納言物語 / 蜂飼耳訳. -- 光文社, 2015. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KAン
1-1]).

K30||KAン||1-1

50
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11431674
怪談 / ラフカディオ・ハーン著 ; 南條竹則訳. -- 光文社, 2018. -- (光文社古典新訳文庫 ;
[KAハ8-1]).

K30||KAハ||8-1

51
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11428859
大学入試数学不朽の名問100 : 大人のための"数学腕試し" / 鈴木貫太郎著. -- 講談社, 2021.
-- (ブルーバックス ; B-2168).

B1||2168

52
旦野原・2階書架（文
庫・新書）

11421890
次のテクノロジーで世界はどう変わるのか / 山本康正著. -- 講談社, 2020. -- (講談社現代新
書 ; 2558).

K10||2558

53
旦野原・2階集密（紀
要）

16124778
大分大学教職大学院研究報告 / 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻 [編]. -- 1号
(2018)-. -- 大分大学大学院教育学研究科教職開発専攻, 2018.

54
旦野原・2階集密（紀
要）

16128056
教育実践総合センター紀要 / 大分大学教育福祉科学部附属教育実践総合センター [編]. --
No. 19 (2001)-. -- 大分大学教育福祉科学部附属教育実践総合センター, 2002.

55
旦野原・2階集密（紀
要）

16127833
大分大学教育学部研究紀要 / 大分大学教育学部 [編]. -- 38巻1号 (2016.9)-. -- 大分大学教
育学部, 2016.

56
旦野原・2階集密（紀
要）

16126390
大分大学教育学部研究紀要 / 大分大学教育学部 [編]. -- 38巻1号 (2016.9)-. -- 大分大学教
育学部, 2016.

57
旦野原・2階集密（紀
要）

16126166
大分大學經濟論集 / 大分大學經濟研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭25.2)-. -- 大分大学経済学会,
1950.

58
旦野原・2階集密（紀
要）

16127356
大分大學經濟論集 / 大分大學經濟研究所 [編]. -- 1巻1号 (昭25.2)-. -- 大分大学経済学会,
1950.
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59
旦野原・2階集密（紀
要）

16124586
大分大学経済学部学生懸賞論文集 / 大分大学経済学会. -- 平成17年度 (平17)-. -- 大分大学
経済学会, 2006.

60
旦野原・2階集密（紀
要）

16124585
大分大学経済学部学生懸賞論文集 / 大分大学経済学会. -- 平成17年度 (平17)-. -- 大分大学
経済学会, 2006.

61
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11422356 今、行きたい!日本の絶景大事典1000 / 朝日新聞出版編著. -- 朝日新聞出版, 2019. 291.09||AI9

62
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11415734
縄文時代 : 原始世界の冒険者. -- 小学館, 2017. -- (日本史探偵コナン : 名探偵コナン歴史ま
んが / 青山剛昌原作 ; 1).

210.1||NS20||1

63
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11415735
弥生時代 : ひとりぼっちの女王. -- 小学館, 2017. -- (日本史探偵コナン : 名探偵コナン歴史
まんが / 青山剛昌原作 ; 2).

210.1||NS20||2

64
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11419263 日本のふしぎなぜ?どうして? / 大野正人執筆. -- 高橋書店, 2019. 302.1||OM14

65
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11385045
和食からWASHOKUへ : 世界にひろがる和食 / こどもくらぶ編. -- ミネルヴァ書房, 2014. -
- (和食のすべてがわかる本 : たのしくつくれるレシピつき / こどもくらぶ編 ; 4).

596.21||KW23

66
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

10481260
残酷 / 吾峠呼世晴著. -- 集英社, 2016. -- (ジャンプ・コミックス . 鬼滅の刃 / 吾峠呼世晴著
; 1).

726.1||GK11||1

67
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

10481261
お前が / 吾峠呼世晴著. -- 集英社, 2016. -- (ジャンプ・コミックス . 鬼滅の刃 / 吾峠呼世晴
著 ; 2).

726.1||GK11||2

68
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11430879
留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション : 中級後半～上級日本語学習者向け /
仁科浩美著. -- くろしお出版, 2020.

810.7||NH18

69
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11428844
外国人のためのケーススタディで学ぶビジネス日本語 / 千駄ケ谷日本語教育研究所著 ; 中
級. -- スリーエーネットワーク, 2020.

810.7||SG20

70
旦野原・2階書架（国際
交流資料）

11428880 日本人がよく使う日本語会話お決まり表現180 / 清ルミ著. -- Jリサーチ出版, 2017. 810.7||SR14

71
旦野原・積層4層（新
聞）

11037209 日本纖維新聞. -- 縮刷版. -- 1號 (昭18. 4)-. -- 繊維製品統制協議會, 1943.

72
旦野原・積層4層（新
聞）

11283749 日本經濟新聞. -- 縮刷版. -- 1卷1號 (昭24.4)-. -- 中央産業經濟研究所, 1949. 071||NK19||2002-6

73
旦野原・積層4層（新
聞）

11421283
朝日新聞 [東京] / 朝日新聞東京本社 [編]. -- 縮刷版. -- 通卷255號 (昭15.9)-通卷306號 (昭
19.12) ; 昭和20年上半期 (昭20.上半期)-昭和21年下半期 (昭21.下半期) ; 通卷307號 (昭
22.1)-. -- 朝日新聞東京本社, 1940.

071||A1-5||1946-1


