
学情センター２Ｆ企画展示

はじめましての「大学と大阪」 展示期間：2012.4.5～4.21

【大学】
書名 巻号次 配置場所 請求記号

大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 / 松本茂, 河野哲也著. --
玉川大学出版部, 2007.3.

 3F開架新体系 002.7//MA81//1821

学生・院生のための研究ハンドブック / 田代菊雄編著. -- 第4版. -- 大学教育出版,
2004.9.

 3F開架新体系 002.7//TA93//9690

大学での学び方 : 「思考」のレッスン / 東谷護著. -- 勁草書房, 2007.4.  3F開架新体系 002.7//TO78//2773

学生時代に学びたい情報倫理 / 鞆大輔著. -- 共立出版, 2011.8.  3F開架新体系 007.3//TO61//5695

大学生の情報基礎 / 立田ルミ編著 ; 大即洋子, 堀江郁美著. -- 日経BP社.  3F開架新体系 007.6//TA95//5876

ぼくらの頭脳の鍛え方 : 必読の教養書400冊 / 立花隆, 佐藤優著. -- 文藝春秋,
2009.10. -- (文春新書 ; 719).

 4F新書版 019//TA13//6229

東大教師が新入生にすすめる本 / 文藝春秋編. -- 文藝春秋, 2004.3. -- (文春新書
; 368).

 4F新書版 019.9//B89//2875

大学新入生に薦める101冊の本 / 広島大学101冊の本委員会編. -- 新版. -- 岩波
書店, 2009.3.

 3F開架新体系 019.9//H73//5876

科学者の本棚 : 「鉄腕アトム」から「ユークリッド原論」まで / 「科学」編集部編. -- 岩
波書店, 2011.9.

 3F開架新体系 019.9//KA16//6510

世界を知る101冊 : 科学から何が見えるか / 海部宣男著. -- 岩波書店, 2011.6.  3F開架新体系 019.9//KA21//3281

大学生と著作権 / 神谷信行著. -- ナカニシヤ出版, 2006.7.  3F開架新体系 021.2//KA39//2731

大学生からの「取材学」 : 他人とつながるコミュニケーション力の育て方 / 藤井誠二
著. -- 講談社, 2009.7.

 3F開架新体系 070.16//F57//0465

生きるってなんやろか? : 科学者と哲学者が語る、若者のためのクリティカル「人生」シ
ンキング / 石黒浩, 鷲田清一著. -- 毎日新聞社, 2011.3.

 3F開架新体系 114//I73//6466

大学生諸君! : 今求められる問題解決力 / 早川修著. -- 流通経済大学出版会,
2007.4.

 3F開架新体系 141.5//H46//1890

君はどう考え、どう行動するか? / 麗澤大学道徳科学教育センター著. -- 麗澤大学出
版会. -- (大学生のための道徳教科書 ; 実践編).

 3F開架新体系 150//R25//5801

大学生のための道徳教科書 : 君はどう生きるか? / 麗沢大学道徳科学教育センター
著. -- 麗沢大学出版会.

 3F開架新体系 150//R25//7701

20歳のときに知っておきたかったこと : スタンフォード大学集中講義 / ティナ・シーリグ
著 ; 高遠裕子訳. -- 阪急コミュニケーションズ, 2010.3.

 3F開架新体系 159//SE15//4507

大学生のための「社会常識」講座 : 社会人基礎力を身に付ける方法 / 松野弘編著. -
- ミネルヴァ書房, 2011.7.

 3F開架新体系 159.4//MA84//4357

これからを生き抜くために大学時代にすべきこと / 許光俊著. -- ポプラ社, 2010.3.  3F開架新体系 159.7//KY1//3715

大学生のためのドラッカー / 松本健太郎著. -- 1, 2. -- リーダーズノート出版,
2011.12-.

1 3F開架新体系 159.7//MA81//8173

大学生のためのドラッカー / 松本健太郎著. -- 1, 2. -- リーダーズノート出版,
2011.12-.

2 3F開架新体系 159.7//MA81//8174

学生諸君! : さっそうたる明日へのメッセージ / 漱石 [ほか] 著. -- 光文社, 2006.12.  3F開架新体系 159.7//N58//8906

大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故まで役立つ基礎知識 / 信州大
学経済学部経済システム法学科編. -- 創成社, 2009.11.

 4F開架新体系 320.4//SH69//5378

法学部生のための選択科目ガイドブック / 君塚正臣編著. -- ミネルヴァ書房,
2011.4.

 4F開架新体系 320.7//KI35//2194

法学部新入生のための学ナビ / 武居一正著. -- 法律文化社, 2006.4.  4F開架新体系 320.7//TA65//7290

経済論文の作法 : 勉強の仕方・レポートの書き方 / 小浜裕久, 木村福成著. -- 第3
版. -- 日本評論社, 2011.2.

 4F開架新体系 330.7//KO27//3513

「大学」活用術 : これ一冊でわかる! / 江藤茂博, 鷲田小彌太著. -- 松柏社, 2005.4.  4F開架新体系 377//E78//3598

大学でいかに学ぶか / 増田四郎著. -- 講談社, 1966.5. -- (講談社現代新書 ; 78).  B2中央旧 377//M13//1A

大学の話をしましょうか : 最高学府のデバイスとポテンシャル / 森博嗣著. -- 中央公
論新社, 2005.10. -- (中公新書ラクレ ; 195).

 4F新書版 377.04//MO45//2774

大学生のための成功する勉強法 : タイムマネジメントから論文作成まで / ROB
BARNES [著] ; 畠山雄二, 秋田カオリ訳. -- 丸善, 2008.6.

 4F開架新体系 377.15//B23//7861
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書名 巻号次 配置場所 請求記号

学びのティップス : 大学で鍛える思考法 / 近田政博著. -- 玉川大学出版部,
2009.11. -- (高等教育シリーズ ; 148).

 4F開架新体系 377.15//C43//6038

よくわかるライフデザイン入門 : 大学生のための必須学習術 / 大学導入教育研究会
編. -- 第2版. -- 古今書院, 2011.2.

 4F開架新体系 377.15//D16//9395

大学基礎講座 : 充実した大学生活をおくるために / 藤田哲也編著. -- 改増版. --
北大路書房, 2006.3.

 4F開架新体系 377.15//F67//5604

知へのステップ : 大学生からのスタディ・スキルズ / 学習技術研究会編著. -- 改訂版
第4刷. -- くろしお出版, 2008.4.

 7F新体系 377.15//G16//0751

大学生のための知的勉強術 / 松野弘著. -- 講談社, 2010.4. -- (講談社現代新書 ;
2046).

 4F新書版 377.15//MA84//0835

大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! / 溝上慎一著. -- 有斐閣, 2006.3.
-- (有斐閣アルマ ; Interest).

 4F開架新体系 377.15//MI93//9677

大学生の学習テクニック / 森靖雄著. -- 新版. -- 大月書店, 2007.11.  4F開架新体系 377.15//MO45//7878

大学生の勉強マニュアル : フクロウ大学へようこそ / 中島祥好, 上田和夫著. -- ナカ
ニシヤ出版, 2006.3.

 4F開架新体系 377.15//N34//6461

アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 / 佐藤望編著 ; 湯川武, 横山
千晶, 近藤明彦著. -- 慶應義塾大学出版会, 2006.10.

 4F開架新体系 377.15//SA85//6508

大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! / 世界思想社編集部編. -- 世界思
想社, 2008.11.

 4F開架新体系 377.15//SE22//2484

知のツールボックス : 新入生援助 (フレッシュマンおたすけ) 集 / 専修大学出版企画
委員会編. -- 改訂版. -- 専修大学出版局, 2009.4.

 4F開架新体系 377.15//SE73//8811

フレッシュマンセミナーテキスト : 大学新入生のための学び方ワークブック / 初年次教
育テキスト編集委員会編. -- 東京電機大学出版局, 2009.3.

 4F開架新体系 377.15//SH96//6363

大学生のための学習マニュアル / L.タンブリン, P.ウォード共著. -- 培風館, 2009.4.  4F開架新体系 377.15//TA79//8082

よくわかる学びの技法 / 田中共子編. -- ミネルヴァ書房, 2003.4. -- (やわらかアカデ
ミズム・「わかる」シリーズ).

 4F開架新体系 377.15//TA84//3726

大学生のための知のスキル表現のスキル / 渡部淳著. -- 東京図書, 2007.6.  4F開架新体系 377.15//W46//4324

大学生のためのリサーチリテラシー入門 : 研究のための8つの力 / 山田剛史, 林創
著. -- ミネルヴァ書房, 2011.8.

 4F開架新体系 377.15//Y19//5484

大学生のためのソーシャルスキル / 橋本剛著. -- サイエンス社, 2008.1. -- (ライブラ
リソーシャルスキルを身につける ; 5).

 4F開架新体系 377.9//H38//8929

大学は出会いの場 : インターネットによる教授のメッセージと学生の反響 / 稲場秀明
編著. -- 大学教育出版, 2003.4.

 4F開架新体系 377.9//I51//9702

充実した大学生活のために : 先人の智恵に学ぶ / 岩附正明著. -- 大学教育出版,
2009.4.

 4F開架新体系 377.9//I97//7684

フツーな大学生のアナタへ : 大学生活を100倍エキサイティングにした12人のメッセー
ジ / 桑島紳二, 花岡正樹著. -- くろしお出版, 2008.4.

 4F開架新体系 377.9//KU95//9440

大学生がダマされる50の危険 / 三菱総合研究所, 全国大学生活協同組合連合会著.
-- 青春出版社, 2011.2. -- (青春新書PLAY BOOKS ; P-918).

 4F新書版 377.9//MI63//9758

自己発見とあなたの挑戦 : 大学生活をリッチにする入門講座 / 小野良太著. -- 大学
教育出版, 2006.5.

 4F開架新体系 377.9//O67//8748

大学生入門 / 高橋三郎, 新田光子著. -- 改訂版. -- 世界思想社, 2006.2.  4F開架新体系 377.9//TA33//2516

大学生活ナビ / 玉川大学コア・FYE教育センター編. -- 玉川大学出版部, 2006.4.  4F開架新体系 377.9//TA77//9530

学びの一歩 : 大学の主人公になる / 和田寿博 [ほか] 編著. -- 新日本出版社,
2003.4.

 4F開架新体系 377.9//W12//3069

大学生のためのデザイニング・キャリア / 渡辺三枝子 [ほか] 著. -- ナカニシヤ出版,
2011.11.

 4F開架新体系 377.9//W46//8953

ブックガイド : 文庫で読む科学 / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2007.6. -- (岩波
科学ライブラリー ; 132).

 3F開架新体系 404//I95//4096

理系のためのレポート・論文完全ナビ / 見延庄士郎著. -- 講談社, 2008.1.  3F開架新体系 407//MI45//1024

大学1・2年ではどんな数学を学ぶの? / 数学セミナー編集部編. -- 日本評論社,
2009.2.

 3F開架新体系 410//SU23//5355

大学新入生の数学 : 高校から大学へのステップアップ / 田澤義彦著. -- 東京電機
大学出版局, 2008.3.

 3F開架新体系 410//TA99//3351

いかにして問題をとくか / G.ポリア著 ; 柿内賢信訳. -- 追補第8版. -- 丸善, 1964.5.  B2中央旧 410.7//P2//2A

大学で学ぶ議論の技法 / T・W・クルーシアス, C・E・チャンネル著 ; 杉野俊子, 中西
千春, 河野哲也訳. -- 慶應義塾大学出版会, 2004.9.

 3F開架新体系 809.6//C94//0112

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著. -- 1 読解編
- 5 漢字・語彙編. -- アルク, 2001.10-2007.4.

1 読解編 3F開架新体系 810.7//A28//6642

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著. -- 1 読解編
- 5 漢字・語彙編. -- アルク, 2001.10-2007.4.

2 作文編 3F開架新体系 810.7//A28//7808
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書名 巻号次 配置場所 請求記号

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著. -- 1 読解編
- 5 漢字・語彙編. -- アルク, 2001.10-2007.4.

3 論文読解編 3F開架新体系 810.7//A28//7809

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著. -- 1 読解編
- 5 漢字・語彙編. -- アルク, 2001.10-2007.4.

4 論文作成編 3F開架新体系 810.7//A28//7810

大学・大学院留学生の日本語 / アカデミック・ジャパニーズ研究会編著. -- 1 読解編
- 5 漢字・語彙編. -- アルク, 2001.10-2007.4.

5 漢字・語彙編 3F開架新体系 810.7//A28//7811

大学生からの文章表現 : 無難で退屈な日本語から卒業する / 黒田龍之助著. -- 筑
摩書房, 2011.2. -- (ちくま新書 ; 889).

 4F新書版 816//KU72//9756

ほんとうは大学生のために書いた日本語表現練習帳 / 中山秀樹著. -- すばる舎リン
ケージ.

 3F開架新体系 816//N45//7348

論文&レポートの書き方 / 泉忠司著. -- 青春出版社, 2009.7.  3F開架新体系 816.5//I99//0458

大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 / 菊田千春, 北林利治著. -- 東洋
経済新報社, 2006.3.

 3F開架新体系 816.5//KI29//9246

学術論文のための著作権Q&A : 著作権法に則った「論文作法」 / 宮田昇著. -- 新
訂2版. -- 東海大学出版会, 2008.2.

 4F新書版 816.5//MI84//2326

留学生のための論理的な文章の書き方 / 二通信子, 佐藤不二子著. -- 改訂版. --
スリーエーネットワーク, 2003.1.

 3F開架新体系 816.5//N88//0109

大学生のためのレポート・論文術 / 小笠原喜康著. -- 新版. -- 講談社, 2009.11. --
(講談社現代新書 ; 2021).

 4F新書版 816.5//O22//5829

大学生のための「論文」執筆の手引 : 卒論・レポート・演習発表の乗り切り方 / 高崎み
どり編著. -- 秀和システム, 2010.2.

 3F開架新体系 816.5//TA52//7986

学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル / 滝川好夫著. -- 税務経理協
会, 2011.11.

 3F開架新体系 816.5//TA71//7629

大学生のための文学レッスン / 蔦尾和宏 [ほか] 編著. -- 古典編, 近代編. -- 三省
堂, 2010.1-2011.6.

古典編 3F開架新体系 910.7//TS92//6330

大学生のための文学レッスン / 蔦尾和宏 [ほか] 編著. -- 古典編, 近代編. -- 三省
堂, 2010.1-2011.6.

近代編 3F開架新体系 910.7//TS92//3382

【大阪】
書名 巻号次 配置場所 請求記号

大阪の郷土玩具. -- 大阪市立博物館, 1993.3. -- (大阪市立博物館館蔵資料集 ;
20).

 7F新体系 069.9//O73//8489

笑いの構造 : ベルクソンから吉本新喜劇まで / 安理岳村著. -- 近代文芸社,
1995.5.

 7F新体系 141.6//A49//9719

大阪(なにわ)狛犬の謎 / 小寺慶昭著. -- ナカニシヤ出版, 2003.11.  3F開架新体系 175.5//KO93//5757

住吉大社 / 三好和義, 岡野弘彦[ほか]著. -- 淡交社, 2004.3. -- (日本の古社).  3F開架新体系 175.963//MI91//7302

大阪市史物語 : 20世紀の軌跡 / 藤本篤著. -- 松籟社, 1993.5. -- (大阪文庫 ; 11).  4F新書版 216.3//F62//4617

大阪今昔散歩 : 彩色絵はがき・古地図から眺める / 原島広至著. -- 中経出版,
2010.9. -- (中経の文庫 ; [は-5-3]).

 4F文庫版 216.3//H32//0850

大大阪イメージ : 増殖するマンモス/モダン都市の幻像 / 橋爪節也編著. -- 創元社,
2007.12.

 3F開架新体系 216.3//H38//0319

モダン心斎橋コレクション : メトロポリスの時代と記憶 / 橋爪節也著. -- 国書刊行会,
2005.9.

 3F開架新体系 216.3//H38//1120

「水都」大阪物語 : 再生への歴史文化的考察 / 橋爪紳也著. -- 藤原書店, 2011.3.  3F開架新体系 216.3//H38//1152

絵はがきで読む大大阪 / 橋爪紳也著. -- 創元社, 2010.4.  3F開架新体系 216.3//H38//1221

大阪モダン : 通天閣と新世界 / 橋爪紳也著. -- NTT出版, 1996.7. -- (気球の本).  3F開架新体系 216.3//H38//8228

モダン道頓堀探検 : 大正、昭和初期の大大阪を歩く / 橋爪節也編著. -- 創元社,
2005.7.

 3F開架新体系 216.3//H38//9205

浪花百景 : 大坂名所案内 : 頴川美術館・関西学院連携協力記念 / 関西学院大学
博物館開設準備室編. -- 関西学院大学博物館開設準備室, 2010.5.

 7F新体系 216.3//KA59//4004

河内文化のおもちゃ箱 / 河内の郷土文化サークルセンター編集. -- 批評社,
2009.11.

 3F開架新体系 216.3//KA91//1022

なにわの石碑(いしぶみ)を訪ねて / 杵川久一著. -- 新風書房, 1994.5.  3F開架新体系 216.3//KI43//9772

水都大阪盛衰記 / 大阪府立文化情報センター, 新なにわ塾叢書企画委員会編著 :
旭堂南海 [ほか] 講話. -- ブレーンセンター, 2009.8. -- (新なにわ塾叢書 ; 3).

 3F開架新体系 216.3//KY4//6362

大阪オーラ : 日本を予見する日本のハート / 三島佑一著. -- 和泉書院, 2010.5. --
(上方文庫別巻シリーズ ; 4).

 3F開架新体系 216.3//MI53//2697

なにわ大阪今と昔 : 絵解き案内 / 宗政五十緒, 西野由紀. -- 小学館, 2000.  3F開架新体系 216.3//MU33//4353
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天下統一の城 : 大坂城 / 中村博司著. -- 新泉社, 2008.2. -- (シリーズ「遺跡を学
ぶ」 ; 043).

 3F開架新体系 216.3//N37//1068

大阪まち物語 / なにわ物語研究会編. -- 創元社, 2000.3.  3F開架新体系 216.3//N48//4828

なにわ事物起源(ことはじめ) / 大阪市, 大阪都市協会編集. -- 大阪市, [1993]. --
(大阪学講座).

 4F新書版 216.3//O73//0717

明治の大阪 : 20世紀の扉を開いたフロンティア・スピリッツ / 大阪都市協会編集. --
大阪都市協会, 2001.5. -- (大阪学講座 ; 平成12年度).

 4F新書版 216.3//O73//3294

なにわ考古学散歩 / 大阪市文化財協会編. -- 学生社, 2007.12.  3F開架新体系 216.3//O73//9889

通天閣 : 新・日本資本主義発達史 / 酒井隆史著. -- 青土社, 2011.12.  3F開架新体系 216.3//SA29//7589

天下の台所・大坂 / 脇田修監修. -- 学習研究社, 2003.8. -- (Gakken graphic books
deluxe ; 34 . 図説大坂).

 7F新体系 216.3//TE36//5094

大阪城話 / 渡辺武著. -- 東方出版, 2003.1.  3F開架新体系 216.3//W46//1377

武士の町大坂 : 「天下の台所」の侍たち / 藪田貫著. -- 中央公論新社, 2010.10. --
(中公新書 ; 2079).

 4F新書版 216.3//Y12//6720

通天閣 : 人と街の物語 / 読売新聞大阪本社社会部編. -- 新風書房, 2002.9.  3F開架新体系 216.3//Y81//3055

なにわを築いた人々 / 大阪市, 大阪都市協会編集. -- 大阪市, [1992]. -- (大阪学
講座).

 7F新体系 281.6//O73//4522

大阪・大探検 / 枝川公一著. -- 潮出版社, 1994.11.  3F開架新体系 291.63//E21//4153

読み解き大坂大絵図 / 本渡章著. -- 創元社, 2010.2. -- (大阪古地図むかし案内 /
本渡章著 ; [正]).

 3F開架新体系 291.63//H84//2606

大阪名所むかし案内 : 絵とき「摂津名所図会」 / 本渡章著. -- 創元社, 2006.9.  3F開架新体系 291.63//H84//4812

大阪人のプライド / 本渡章著. -- 東方出版, 2005.1.  7F新体系 291.63//H84//8644

「うまいもん屋」からの大阪論 / 江弘毅著. -- NHK出版, 2011.8. -- (NHK出版新書 ;
357).

 4F新書版 291.63//KO11//8856

森琴石と歩く大阪 : 明治の市内名所案内 / 熊田司, 伊藤純編. -- 東方出版,
2009.8.

 3F開架新体系 291.63//KU32//4740

大阪まちブランド探訪 : まちづくりを遊ぶ・愉しむ / 栗本智代著. -- 創元社, 2006.3.  3F開架新体系 291.63//KU63//3669

大阪夕陽丘歴史散策ガイド / 三善貞司著. -- 保存版. -- 新風書房, 2004.4.  3F開架新体系 291.63//MI91//3601

『河内名所図会』『和泉名所図会』のおもしろさ / 森田恭二編著. -- 和泉書院,
2010.2. -- (上方文庫別巻シリーズ ; 3).

 3F開架新体系 291.63//MO66//8884

大阪府の歴史散歩 / 大阪府の歴史散歩編集委員会編. -- 上, 下. -- 山川出版社,
2007.9. -- (歴史散歩 ; 27).

上 3F開架新体系 291.63//O73//3135

大阪府の歴史散歩 / 大阪府の歴史散歩編集委員会編. -- 上, 下. -- 山川出版社,
2007.9. -- (歴史散歩 ; 27).

下 3F開架新体系 291.63//O73//3136

最新大阪ものしり事典 / 創元社編集部編. -- 創元社, 1994.3.  3F開架新体系 291.63//SO27//0514

大阪難読地名がわかる本 / 創元社編集部編. -- 創元社, 2003.9.  3F開架新体系 291.63//SO27//3855

大阪の教科書 : 大阪検定公式テキスト / 創元社編集部編. -- 創元社, 2009.4.  3F開架新体系 291.63//SO27//4139

大阪地名の謎と歴史を訪ねて / 若一光司著. -- ベストセラーズ, 2009.9. -- (ベスト
新書 ; 242).

 4F新書版 291.63//W18//6558

大阪の表現力 : 巨大看板から大阪弁までプレゼン都市の魅力を探る / 角野幸博[ほ
か]責任編集. -- PARCO出版局, 1994.4. -- (別冊アクロス時代を読むシリーズ ; 1).

 4F開架新体系 302.163//KA14//1667

どや!大阪のおばちゃん学 / 前垣和義著. -- 草思社, 2005.2.  4F開架新体系 302.163//MA27//4778

あの大阪は死んだのか / 皆川豪志著. -- 産経新聞ニュースサービス.  4F開架新体系 302.163//MI36//7265

大阪論 / 大西一弘著. -- ブイツーソリューション.  4F開架新体系 302.163//O66//6005

大阪力事典 : まちの愉しみ・まちの文化 / 大阪ミュージアム文化都市研究会編. --
創元社, 2004.12.

 4F開架新体系 302.163//O73//7870

大阪学 / 大谷晃一著. -- [正] - 阪神タイガース編. -- 新潮社, 1997.1-. -- (新潮文
庫 ; お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-41-4,お-41-5).

[正] 4F文庫版 302.163//O84//1114

大阪学 / 大谷晃一著. -- [正] - 阪神タイガース編. -- 新潮社, 1997.1-. -- (新潮文
庫 ; お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-41-4,お-41-5).

続 4F文庫版 302.163//O84//1115

大阪学 / 大谷晃一著. -- [正] - 阪神タイガース編. -- 新潮社, 1997.1-. -- (新潮文
庫 ; お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-41-4,お-41-5).

世相編 4F文庫版 302.163//O84//1116
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大阪学 / 大谷晃一著. -- [正] - 阪神タイガース編. -- 新潮社, 1997.1-. -- (新潮文
庫 ; お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-41-4,お-41-5).

文学編 4F文庫版 302.163//O84//1117

大阪学 / 大谷晃一著. -- [正] - 阪神タイガース編. -- 新潮社, 1997.1-. -- (新潮文
庫 ; お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-41-4,お-41-5).

阪神タイガース編 4F文庫版 302.163//O84//1118

体制維新 : 大阪都 / 橋下徹, 堺屋太一著. -- 文藝春秋, 2011.10. -- (文春新書 ;
827).

 4F新書版 318.263//H38//8812

近代大阪経済史 / 阿部武司著. -- 大阪大学出版会, 2006.8. -- (大阪大学新世紀
レクチャー).

 4F開架新体系 332.163//A12//5245

わたしの足跡 : 関西経済人列伝 / 産経新聞大阪経済部編著. -- 産経新聞出版,
2007.1.

 4F開架新体系 335.13//SA65//9969

社会は笑う : ボケとツッコミの人間関係 / 太田省一著. -- 青弓社, 2002.4. -- (青弓
社ライブラリー ; 24).

 4F開架新体系 361.4//O81//3651

なにわ職もよう / 朝日新聞大阪本社社会部編集. -- 新風書房, 2004.5.  4F開架新体系 366.29//A82//9298

釜ヶ崎のススメ / 原口剛 [ほか] 編著. -- 洛北出版, 2011.10.  4F開架新体系 368.2//H32//9333

花の下影 : 幕末浪花のくいだおれ / 朝日新聞阪神支局執筆. -- 清文堂出版,
1986.6.

 4F開架新体系 L382.163//A82//3500

浪花風俗図絵 / 長谷川貞信画 ; 杉本宇造編・解説. -- [正], 続. -- 杉本書店,
1968-72.

[正] 4F開架新体系 382.163//N48//3503

浪花風俗図絵 / 長谷川貞信画 ; 杉本宇造編・解説. -- [正], 続. -- 杉本書店,
1968-72.

続 4F開架新体系 382.163//N48//3504

「粉もん」庶民の食文化 / 熊谷真菜著. -- 朝日新聞社, 2007.9. -- (朝日新書 ;
065).

 4F新書版 383.81//KU33//6601

大阪食文化大全 / 笹井良隆編著. -- 西日本出版社, 2010.11.  4F開架新体系 383.8163//SA73//7607

さいごの色街飛田 / 井上理津子著. -- 筑摩書房, 2011.10.  3F学生選書 384.9//I57//7967

岸和田だんじり祭だんじり若頭日記 / 江弘毅著. -- 晶文社, 2005.8.  4F開架新体系 386.163//KO11//9857

大阪の祭 / 旅行ペンクラブ編. -- 東方出版, 2005.7.  4F開架新体系 386.163//R97//4777

大和川の自然 / 大阪市立自然史博物館編著. -- 東海大学出版会, 2007.6. -- (大
阪市立自然史博物館叢書 ; 1).

 3F開架新体系 402.9163//O73//5040

大地のおいたち : 神戸・大阪・奈良・和歌山の自然と人類 / 地学団体研究会大阪支
部編著. -- 築地書館, 1999.1.

 3F開架新体系 455.16//C43//3206

大阪湾の生きもの図鑑 / 新野大写真・解説. -- 東方出版, 2004.5.  3F開架新体系 481.72//N76//5873

大阪城公園の野鳥 / 元山裕康著. -- 元山裕康, 2007.2.  7F新体系 488.2163//MO92//5997

中之島公会堂 : 珠玉の建築 / 日本建築学会近畿支部近代建築部会編. -- 日本建
築学会近畿支部, 1989.10.

 7F新体系 521.8//N71//0168

建築MAP大阪/神戸 / ギャラリー・間編. -- TOTO出版, 1999.6.  3F開架新体系 523.16//G99//7973

三都建築散歩 : 大阪、京都、神戸 : 旅をしたくなる建築 / 矢部智子編集・執筆 ; 清
水奈緒写真. -- ブルース・インターアクションズ, 2006.1.

 3F開架新体系 523.16//Y11//4435

大阪の近代建築と企業文化 / 橋爪紳也 [ほか] 講話 ; 大阪府立文化情報センター,
新なにわ塾叢書企画委員会編著. -- ブレーンセンター, 2009.1. -- (新なにわ塾叢書
; 2).

 4F新書版 523.163//H38//8045

大大阪モダン建築 : Great Osaka guide book / 高岡伸一, 三木学編著. -- 青幻舎,
2007.11.

 7F新体系 523.163//TA49//4871

大阪新・長屋暮らしのすすめ / 橋爪紳也編. -- 創元社, 2004.1.  3F開架新体系 527//H38//7910

社会といきる商店街 : 茶碗やおやじの一人言 / 土居年樹著. -- 東方出版, 2011.1.  4F開架新体系 672.163//D83//1870

天神さんの商店街 : 街いかし人いかし / 土居年樹著. -- 東方出版, 2002.8.  4F開架新体系 672.163//D83//2232

大阪「鶴橋」物語 : ごった煮商店街の戦後史 / 藤田綾子著. -- 現代書館, 2005.12.  4F開架新体系 672.163//F67//2401

元気のある商店街の形成 : 千林商店街とその周辺 / 石村眞一著. -- 東方出版,
2004.4.

 4F開架新体系 672.163//I78//4480

大阪商人 / 宮本又次 [著]. -- 講談社, 2010.6. -- (講談社学術文庫 ; [1999]).  4F文庫版 672.163//MI77//2778

天神橋筋繁昌商店街 / 天神橋三丁目商店街振興組合編. -- 東方出版, 2010.1.  4F開架新体系 672.163//TE36//3634

船場往来 : 語り継ぐなにわ商法 / 和田亮介著. -- 創元社, 1994.3.  4F開架新体系 672.163//W12//0528

浪速の洋館 : 明治・大正・昭和の浪漫と詩情 : 画集 / 今川浩満著. -- 遊タイム出版,
1999.4.

 3F開架新体系 L723.1//I42//7157
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大阪天神祭 : 上田安彦写真集 / 上田安彦著. -- 東方出版, 1995.7.  3F開架新体系 L748//U32//8008

なにわの職人 : “ええなぁ"と見惚れる技60人 / 淡交社編集局編 ; 諸木靖宏写真. --
淡交社, 1997.2.

 3F開架新体系 750.2163//TA88//9287

上方芸能と文化 : 都市と笑いと語りと愛 / 木津川計著. -- 日本放送出版協会,
2006.3. -- (NHKライブラリー ; 205).

 4F文庫版 772.1//KI99//3696

上方芸能の魅惑 : 鴈治郎・玉男・千作・米朝の至芸 / 森西真弓著. -- 日本放送出版
協会, 2003.7.

 3F開架新体系 772.16//MO58//0746

大阪お芝居学 : 大阪を演出した興行師たち / 持田寿一著. -- 新泉社, 1994.11. --
(なにわ雑楽誌 ; 2).

 3F開架新体系 772.163//MO12//9063

菅原伝授手習鑑 / 大阪市立大学文学研究科「上方文化講座」企画委員会編. -- 和
泉書院, 2009.8. -- (上方文化講座).

 3F開架新体系 777.1//O73//0691

曾根崎心中 / 大阪市立大学文学研究科「上方文化講座」企画委員会編. -- 和泉書
院, 2006.8. -- (上方文化講座).

 3F開架新体系 777.1//O73//5147

笑いの経済学 / 木村政雄著. -- 集英社, 2000.1. -- (集英社新書 ; 0012A).  4F新書版 779//KI39//5526

上方の笑い : 漫才と落語 / 木津川計著. -- 講談社, 1984.1. -- (講談社現代新書 ;
716).

 4F新書版 779.1//KI99//3536

上方演芸大全 / 大阪府立上方演芸資料館編. -- 創元社, 2008.11.  3F開架新体系 779.1//O73//5412

上方落語の四天王 : 松鶴・米朝・文枝・春団治 : 随筆 / 戸田学著. -- 岩波書店,
2011.9.

 3F開架新体系 779.13//TO17//6513

桂春団治はなしの世界 / 豊田善敬編. -- 東方出版, 1996.4.  3F開架新体系 779.13//TO83//0106

いとしこいし漫才の世界 / 喜味こいし, 戸田学編. -- 岩波書店, 2004.9.  3F開架新体系 779.14//KI32//0528

南海ホークスがあったころ : 野球ファンとパ・リーグの文化史 / 永井良和, 橋爪紳也
著. -- 紀伊國屋書店, 2003.7.

 3F開架新体系 783.7//N14//9180

阪神タイガース / 吉田義男著. -- 新潮社, 2003.9. -- (新潮新書 ; 031).  4F新書版 783.7//Y86//3885

かんさい絵ことば辞典 / ニシワキタダシ著 ; 早川卓馬コラム. -- ピエ・ブックス,
2011.6.

 3F開架新体系 818.6//N87//6873

関西弁講義 / 山下好孝著. -- 講談社, 2004.2. -- (講談社選書メチエ ; 292).  3F開架新体系 818.6//Y44//1234

ごめんやす「おおさか弁」 / 朝日新聞大阪本社社会部編. -- リバティ書房, 1994.5.  3F開架新体系 818.63//A82//1291

大阪弁「ほんまもん」講座 / 札埜和男著. -- 新潮社, 2006.3. -- (新潮新書 ; 160).  4F新書版 818.63//F52//7529

大阪弁看板考 / 札埜和男著. -- 葉文館出版, 1999.8.  3F開架新体系 818.63//F52//9348

大阪人の「うまいこと言う」技術 / 福井栄一著. -- PHP研究所, 2005.8. -- (PHP新書
; 360).

 4F新書版 818.63//F76//0775

大阪ことばと外国人 / 彭飛著. -- 中央公論新社, 1999.3. -- (中公文庫 ; ほ-11-1).  7F新体系 818.63//H81//4572

大阪のことば地図 / 岸江信介, 中井精一, 鳥谷善史編著. -- 和泉書院, 2009.9. --
(上方文庫別巻シリーズ ; 2).

 3F開架新体系 818.63//KI57//3992

大阪弁 / 前田勇著. -- 朝日新聞社, 1977.2. -- (朝日選書 ; 80).  3F開架新体系 818.63//MA26//1480

大阪ことば事典 / 牧村史陽編. -- 講談社, 1984.10. -- (講談社学術文庫 ; [658]).  4F文庫版 818.63//MA34//9280

大阪弁の世界 / NHK大阪弁プロジェクト編. -- 経営書院, 1995.3.  3F開架新体系 818.63//N71//9063

大阪ことば学 / 尾上圭介著. -- 岩波書店, 2010.6. -- (岩波現代文庫 ; 文芸 ; 168).  4F文庫版 818.63//O67//3370

やぃわれ! : 南河内ことば辞典 / 富田林河内弁研究会編. -- 改訂版. -- 富田林河内
弁研究会, 2002.4.

 3F開架新体系 818.63//TO63//5955

都市大阪・文学の風景 / 橋本寛之著. -- 双文社出版, 2002.7.  3F開架新体系 910.26//H38//6386

近代文学のなかの"関西弁" : 語る関西/語られる関西 / 日本近代文学会関西支部
編. -- 和泉書院, 2008.11. -- (いずみブックレット ; 3).

 3F開架新体系 910.26//N71//3517

大坂怪談集 / 高田衛編著. -- 和泉書院, 1999.9. -- (上方文庫 ; 19).  3F開架新体系 913.5//TA28//5993

私の大阪八景 / 田辺聖子 [著]. -- 岩波書店, 2000.12. -- (岩波現代文庫 ; 文芸
24).

 4F文庫版 913.6//TA83//0601

織田作之助 : 1913-1947 / 織田作之助著. -- 筑摩書房, 1993.5. -- (ちくま日本文
学全集 ; 054).

 3F開架新体系 918.6//C44//0021
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