2F企画展示

大阪歩き

展示期間：7/19～

夏休みは本を片手に大阪を散歩しよう！
大阪城やモダン建築、古地図、鉄道に古墳まで、大阪に関する図書を通して知らなかった大阪を
発見してみませんか？本と一緒に町を歩くと、それまでとは違った景色が見えてくるかもしれませんよ。
＊京都など、近畿地方を紹介する本もあります。
雑誌名
配置場所
請求記号
大阪人 / 大阪都市協会
B1和雑誌96J21//Wオ//0677000
展示しているものは所蔵の一部です。
それ以外の所蔵については、B1雑誌利用書庫内 和雑誌 J21//Wオ//0677000 に配架されています。
また、展示の64 1-6(2010)内、64 5月号には、学情センターが紹介されています。是非、ご覧ください。
(※雑誌のため、貸出はできません。ご了承ください。)
資料名等
京都狛犬巡り / 小寺慶昭著. -- ナカニシヤ出版, 1999.11.
大阪(なにわ)狛犬の謎 / 小寺慶昭著. -- ナカニシヤ出版, 2003.11.
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).
百舌鳥古墳群をあるく : 巨大古墳・全案内 / 久世仁士著. -- 創元社, 2014.7.
古市古墳群をあるく : 巨大古墳・全案内 / 久世仁士著. -- 創元社, 2015.12.
豊臣と徳川 : 大坂の陣400年記念 : 特別展 / 大阪城天守閣編集. -- 大阪城天守閣,
2015.3.
大坂落城異聞 : 正史と稗史の狭間から / 高橋敏著. -- 岩波書店, 2016.3.
戦国のゲルニカ : 「大坂夏の陣図屏風」読み解き / 渡辺武著. -- 新日本出版社,
2015.11.
地図と写真から見える!京の都歴史を愉しむ! / 川端洋之著. -- 西東社, 2012.9.
あなたの知らない大阪府の歴史 / 山本博文監修. -- 洋泉社, 2014.2. -- (歴史新書).
大阪府の歴史 / 藤本篤 [ほか] 著. -- 第2版. -- 山川出版社, 2015.1. -- (県史 ; 27).
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]).
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.
京阪神モダン生活 / 橋爪紳也著. -- 創元社, 2007.12.
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.
絵はがきで読む大大阪 / 橋爪紳也著. -- 創元社, 2010.4.
モダン都市の誕生 : 大阪の街・東京の街 / 橋爪紳也著. -- 吉川弘文館, 2003.6. -- (歴
史文化ライブラリー ; 156).
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.
アベノから日本が見える / 本渡章著. -- 燃焼社, 2014.11.
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.
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.
おおさか図像学 : 近世の庶民生活 / 北川央編著. -- 東方出版, 2005.8.
薬の大阪道修町今むかし / 三島佑一著. -- 和泉書院, 2006.1. -- (上方文庫 ; 31).
大阪堀江今昔 : 堀江三十三橋橋づくし / 水知悠之介著. -- 燃焼社, 2003.1.
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.
大阪府中世城館事典 / 中西裕樹著. -- 戎光祥出版, 2015.8. -- (図説日本の城郭シ
リーズ ; 2).
大阪アースダイバー / 中沢新一著・写真. -- 講談社, 2012.10.
大阪まち物語 / なにわ物語研究会編. -- 創元社, 2000.3.
秀吉と大坂 : 城と城下町 / 大阪市立大学豊臣期大坂研究会編. -- 和泉書院, 2015.9.
-- (上方文庫別巻シリーズ ; 6).
「大大阪」の面影 / 大阪市史編纂所編. -- 大阪市史料調査会, 2015.8. -- (大阪市史史
料 / 大阪市史編纂所編 ; 第82輯).
大坂 豊臣と徳川の時代 : 近世都市の考古学 / 大阪歴史博物館, 大阪文化財研究所
編. -- 高志書院, 2015.4.
大坂城戦史 : 大坂の陣400年記念 : テーマ展 / 大阪城天守閣編. -- 大阪城天守閣,
2015.10.
なにわ考古学散歩 / 大阪市文化財協会編. -- 学生社, 2007.12.
上町学 : 再発見・古都おおさか / 追手門学院上町学プロジェクト著. -- 追手門学院.
カメラが撮らえた大阪の昭和 / 『歴史読本』編集部編. -- KADOKAWA, 2013.11.
通天閣 : 新・日本資本主義発達史 / 酒井隆史著. -- 青土社, 2011.12.
昭和の大阪 / 産経新聞社写真 ; [1], 2. -- 光村推古書院, 2012.8-2014.4.
昭和の大阪 / 産経新聞社写真 ; [1], 2. -- 光村推古書院, 2012.8-2014.4.

配置場所
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

請求記号
175.5//KO93//2943
175.5//KO93//5757
175.963//MI91//7302
210.32//KU99//3738
210.32//KU99//8213

7F新体系

210.48//O73//4042

3F開架新体系

210.52//TA33//0147

3F開架新体系

210.52//W46//7599

3F開架新体系
4F新書版
3F開架新体系

216.2//KA91//8142
216.3//A46//7250
216.3//F62//2893

3F文庫版

216.3//H32//0850

3F開架新体系

216.3//H38//0319

3F開架新体系

216.3//H38//0320

3F開架新体系

216.3//H38//1120

3F開架新体系

216.3//H38//1221

3F開架新体系

216.3//H38//8038

3F開架新体系

216.3//H38//9205

3F開架新体系

216.3//H84//8525

7F新体系

216.3//KA59//4004

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

216.3//KI43//9772
216.3//KI63//0741
216.3//MI53//6000
216.3//MI66//3585
216.3//MU33//4353

3F開架新体系

216.3//N38//5899

3F開架新体系
3F開架新体系

216.3//N46//8594
216.3//N48//4828

3F開架新体系

216.3//O73//9144

4F地方史

216.3//O73//9325

7F新体系

216.3//O73//9333

7F新体系

216.3//O73//9336

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

216.3//O73//9889
216.3//O85//1575
216.3//R25//5149
216.3//SA29//4008
216.3//SA65//0629
216.3//SA65//3710

資料名等
ワイワイガヤガヤ大阪ミナミ : 新たなミナミ像を求めて / 三和グループ地域整備研究会
編. -- 三和グループ地域整備研究会, 1984.10.
大阪の神さん仏さん / 釈徹宗, 高島幸次著. -- 140B, 2012.8.
近世大坂の町と人 / 脇田修著. -- 人文書院, 1986.10.
大坂遊覧 : 伊予職人と歩くなにわ / 渡邊忠司著. -- 東方出版, 2016.2.
なにわことば遺跡 : 名歌・名表現からみる大阪の歴史 / 山本正人著. -- 清風堂書店,
2015.4.
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.
ひょうごの遺跡をめぐる : 石野館長の考古学トーク / 石野博信著. -- 神戸新聞総合出
版センター, 2012.12.
豊臣秀吉と大坂城 / 跡部信著. -- 吉川弘文館, 2014.8. -- (人をあるく).
維新経済のヒロイン広岡浅子の「九転十起」 : 大阪財界を築き上げた男五代友厚との
数奇な運命 / 原口泉著. -- 海竜社, 2015.9.
関西の風景を歩く : 歴史にふれる小さな旅 / 朝日新聞大阪本社編. -- 淡交社, 2004.7.
KANSAI夜景100選 / 関西経済同友会編. -- 東方出版, 1997.1.
近畿の名城を歩く / 仁木宏, 福島克彦編 ; 大阪・兵庫・和歌山編, 滋賀・京都・奈良編.
-- 吉川弘文館, 2015.3-2015.6.
近畿の名城を歩く / 仁木宏, 福島克彦編 ; 大阪・兵庫・和歌山編, 滋賀・京都・奈良編.
-- 吉川弘文館, 2015.3-2015.6.
京都まちかど遺産めぐり : なにげない風景から歴史を読み取る / 千田稔 [ほか] 編著.
-- ナカニシヤ出版, 2014.5.
日本史が面白くなる京都「地名」の秘密 / 八幡和郎著. -- 洋泉社, 2015.3. -- (歴史新
書).
大阪・大探検 / 枝川公一著. -- 潮出版社, 1994.11.
大阪百景 : 写真集 / 福島明博著. -- 大月書店, 1993.1.
大阪古地図むかし案内 / 本渡章著 ; 続: 明治-昭和初期編, 続々: 戦中-昭和中期編. - 創元社, 2010.2-2013.4.
大阪古地図むかし案内 / 本渡章著 ; 続: 明治-昭和初期編, 続々: 戦中-昭和中期編. - 創元社, 2010.2-2013.4.
大阪古地図パラダイス / 本渡章著. -- 140B, 2013.7.
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.
「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).
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.
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.
カリスマ案内人と行く大阪まち歩き / 栗本智代著. -- 創元社, 2013.2.
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.
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.
上方風俗大阪の名所図会を読む / 宗政五十緒編. -- 東京堂出版, 2000.9.
大阪繁盛記 / 鍋井克之著. -- 新装・新訂版. -- 東京布井出版, 1994.9.
大阪淀川探訪 : 絵図でよみとく文化と景観 / 西野由紀, 鈴木康久編. -- 人文書院,
2012.5.
大阪「地理・地名・地図」の謎 : 意外と知らない"上方"の歴史を読み解く! / 谷川彰英監
修. -- 実業之日本社, 2013.9. -- (じっぴコンパクト新書 ; 159).
古地図で歩く大阪歴史探訪ガイド / ペンハウス著. -- メイツ出版, 2013.7.
大阪難読地名がわかる本 / 創元社編集部編. -- 創元社, 2003.9.
大阪再発見の旅 : 摂河泉・歴史のふるさとをゆく / 高木美千子著. -- 角川書店,
2004.6.
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).
かくれスポット大阪 / 吉村智博著 ; [正], 続. -- 解放出版社, 2013.11-2015.3.
かくれスポット大阪 / 吉村智博著 ; [正], 続. -- 解放出版社, 2013.11-2015.3.
都市大阪の磁場 : 変貌するまちの今を読み解く / 水内俊雄, コルナトウスキ・ヒェラル
ド, キーナー・ヨハネス共編. -- 大阪公立大学共同出版会, 2015.3. -- (OMUPブックレッ
ト ; no. 54 . URP「先端的都市研究」シリーズ ; 4).
地域を活かすつながりのデザイン : 大阪・上町台地の現場から / 上町台地コミュニ
ティ・デザイン研究会編. -- 創元社, 2009.4.
商都大阪をつくった男五代友厚 / 宮本又郎著. -- NHK出版, 2015.12.
湧き水めぐり / 湧き水サーベイ関西編著 ; 1, 2, 3. -- 東方出版, 2006.10-. -- (関西地
学の旅 ; 4-6).
湧き水めぐり / 湧き水サーベイ関西編著 ; 1, 2, 3. -- 東方出版, 2006.10-. -- (関西地
学の旅 ; 4-6).
湧き水めぐり / 湧き水サーベイ関西編著 ; 1, 2, 3. -- 東方出版, 2006.10-. -- (関西地
学の旅 ; 4-6).
洞窟めぐり / 自然環境研究オフィス編著. -- 東方出版, 2015.5. -- (関西地学の旅 ;
11).

配置場所

請求記号

7F新体系

216.3//SA67//4808

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

216.3//SH12//8296
216.3//W33//3507
216.3//W46//1173

3F開架新体系

216.3//Y31//4387

3F開架新体系

216.3//Y81//3055

3F開架新体系

216.4//I79//1071

3F開架新体系

289//A94//2941

3F開架新体系

289//H32//6928

7F新体系
3F開架新体系

291.6//A82//2781
291.6//KA59//1281

3F開架新体系

291.6//N73//1318

3F開架新体系

291.6//N73//5010

3F開架新体系

291.62//SE58//0849

4F新書版

291.62//Y67//1824

3F開架新体系
3F開架新体系

291.63//E21//4153
291.63//F84//8396

3F開架新体系

291.63//H84//0230

3F開架新体系

291.63//H84//1220

3F開架新体系
3F開架新体系

291.63//H84//4088
291.63//H84//4812

4F新書版

291.63//KO11//8856

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
7F新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
7F新体系

291.63//KU32//4740
291.63//KU63//4265
291.63//KU63//7321
291.63//KU63//9130
291.63//MI91//3601
291.63//MU33//7026
291.63//N11//4139

3F開架新体系

291.63//N85//3086

4F新書版

291.63//O73//4089

3F開架新体系
3F開架新体系

291.63//P37//9626
291.63//SO27//3855

3F開架新体系

291.63//TA29//7141

4F新書版

291.63//W18//6558

3F開架新体系
3F開架新体系

291.63//Y91//2521
291.63//Y91//4130

4F開架新体系

318.7//MI97//3057

4F開架新体系

318.763//U41//2977

4F開架新体系

332.163//MI77//8612

3F開架新体系

452.95//W31//3968

2F学生選書

452.95//W31//7875

2F学生選書

452.95//W31//7876

3F開架新体系

454.66//SH93//3970

資料名等
街道散歩 / 自然環境研究オフィス編著. -- 東方出版, 2013.11. -- (関西地学の旅 ;
10).
化石探し / 大阪地域地学研究会著. -- 東方出版, 2010.5. -- (関西地学の旅 ; 7).
巨石めぐり / 自然環境研究オフィス編著. -- 東方出版, 2011.11. -- (関西地学の旅 ;
8).
天然石探し / 自然環境研究オフィス著. -- 東方出版, 2012.8. -- (関西地学の旅 ; 9).
宝石探し / 大阪地域地学研究会著. -- [1], 2: 1泊2日編. -- 東方出版, 1998.42004.10. -- (関西地学の旅 ; [1], 3).
ネジと人工衛星 : 世界一の工場町を歩く / 塩野米松著. -- 文藝春秋, 2012.9. -- (文春
新書 ; 877).
大阪の橋ものがたり / 伊藤純 [ほか] 著. -- 創元社, 2010.4.
光のまちをつくる : 水都大阪の実践 / 橋爪紳也+光のまちづくり推進委員会編著. -- 創
元社, 2015.12.
近代、あるいは建築のゆくえ : 京都・神宮道と大阪・中之島をあるく / 呉谷充利著. -創元社, 2007.4.
寺社の装飾彫刻 / 若林純撮影・構成 ; 関東編上 - 中国・四国・九州・沖縄編. -- 日貿
出版社, 2012.12-.
大坂城 : 天下一の名城 / 宮上茂隆著 ; 穂積和夫イラストレーション ; : 新装版. -- 草思
社, 2014.9. -- (日本人はどのように建造物をつくってきたか).
日本美を訪ねる関西4都市の旅 : 古建築から近代建築まで日本人ならこれだけは見て
おきたい / 大川三雄 [ほか] 著. -- エクスナレッジ, 2014.3.
いい階段の写真集 / BMC著 ; 西岡潔写真. -- パイインターナショナル, 2014.1.
いいビルの写真集 : west / BMC著 ; 西岡潔写真. -- パイインターナショナル, 2012.7.
広告のなかの名建築 / 橋爪紳也著. -- 関西篇. -- 鹿島出版会, 2013.1.
昭和モダン建築巡礼 / 磯達雄文 ; 宮沢洋イラスト ; 日経アーキテクチュア編. -- 西日
本編. -- 日経BP社.
京都|大阪|神戸「名建築」ガイドマップ / 円満字洋介著. -- エクスナレッジ, 2011.10.
建築MAP大阪/神戸 / ギャラリー・間編. -- TOTO出版, 1999.6.
関西のモダニズム建築20選 / 芦屋市立美術博物館企画監修 ; 築地仁, 鈴木理策写真.
-- 淡交社, 2001.9.
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.
建築MAP京都 / ギャラリー・間編. -- TOTO出版, 1998.1.
京都の赤レンガ : 近代化の遺産 / 前久夫, 日向進編. -- 京都新聞社, 1997.8.
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).
大阪ビル景 / 石原祥写真・文. -- 光村推古書院, 2013.8.
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.
梅田スカイビル / 原広司, アトリエ・ファイ建築研究所 [作] ; 藤塚光政写真. -- TOTO出
版, 1993.9. -- (建築リフル ; 006).
大坂の庭園 : 太閤の城と町人文化 / 飛田範夫著. -- 京都大学学術出版会, 2012.7. -(学術選書 ; 056).
戦前大阪の鉄道とデパート : 都市交通による沿線培養の研究 / 谷内正往著. -- 東方
出版, 2014.11.
大和屋物語 : 大阪ミナミの花街民俗史 / 神崎宣武著. -- 岩波書店, 2015.1.
関西鉄道遺産 : 私鉄と国鉄が競った技術史 / 小野田滋著. -- 講談社, 2014.10. -- (ブ
ルーバックス ; B-1886).
大阪環状線北大阪急行・御堂筋線 : 街と駅の1世紀 : 懐かしい沿線写真で訪ねる : 昭
和の街角を紹介 / 生田誠著. -- アルファベータブックス, 2015.11.
大阪市電が走った街今昔 : 水の都の路面電車定点対比 / 辰巳博著 ; 福田静二編. -JTB, [2000.12]. -- (JTBキャンブックス ; [鉄道 19]).
謎解き太陽の塔 / 石井匠著. -- 幻冬舎, 2010.11. -- (幻冬舎新書 ; 188, い-13-1).
岡本太郎 : 「太陽の塔」と最後の闘い / 平野暁臣著. -- PHP研究所, 2009.9. -- (PHP
新書 ; 617).
上方芸能今昔がたり : 昭和の舞台覚え書き / 山田庄一著. -- 岩波書店, 2013.3.
食満南北著『大阪藝談』 / 食満南北著. -- 和泉書院, 2016.5. -- (神戸女子大学古典芸
能研究センター叢書 / 神戸女子大学古典芸能研究センター編 ; 2).
文楽手帖 / 高木秀樹 [著]. -- KADOKAWA, 2014.8. -- (角川文庫 ; 18732).
文楽をゆく / 吉田玉男著 ; 青木信二写真. -- 小学館, 2015.4.
なにわのスポーツ物語 : 廃藩置県から140年 / なにわのスポーツ研究会編. -- 丸善プ
ラネット.
沿線文学の聖地巡礼 : 川端康成から涼宮ハルヒまで / 土居豊著. -- 関西学院大学出
版会, 2013.10.
織田作之助の大阪 : 生誕100年記念 / オダサク倶楽部編. -- 平凡社, 2013.9. -- (コロ
ナ・ブックス ; 184).
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大阪 / 船所武志監修. -- 大和書房, 2012.12. -- (ふるさと文学さんぽ).
映画「大大阪観光」の世界 : 昭和12年のモダン都市 / 橋爪節也編著. -- 大阪大学出
版会, 2009.4. -- (大阪大学総合学術博物館叢書 ; 4).
大阪新名所新世界・通天閣写真帖 / 橋爪紳也監修・解説. -- 復刻版. -- 創元社,
2012.7.
民都大阪の建築力 : 大阪歴史博物館開館10周年記念 / 大阪歴史博物館編. -- 大阪
歴史博物館, 2011.7. -- (特別展 / 大阪歴史博物館編).
水都大阪と淀川 : 新淀川100年 / 大阪歴史博物館編集. -- 大阪歴史博物館, 2010.9. - (特別展 / 大阪歴史博物館編).
堺市の昭和 : 写真アルバム / [山中永之佑監修]. -- 樹林舎, 2012.10.
飛田百番 : 遊廓の残照 / 上諸尚美写真 ; 吉里忠史 [ほか] 文. -- 創元社, 2004.1.
人の力が作る大阪空間. -- 六耀社, 2006.6. -- (meme : 空間の新しい発見を考察する
「ミーム」 ; Vol.06).
大阪府の近代和風建築 : 大阪府近代和風建築総合調査報告書 / 大阪府近代和風建
築総合調査委員会, 大阪府建築士会調査・編集. -- 大阪府教育委員会, 2000.3.
大阪城はこの姿 : 戦災からの復興、整備、そして未来へ : 史跡・重要文化財指定60周
年記念特別展 / 大阪城天守閣編. -- 大阪城天守閣, 2013.10.
大阪府近代建築ガイドブック : 水都の風景と記憶 / 大阪近代建築ガイド編集員会編
集・執筆 ; 大阪府教育委員会企画. -- 日本建築家協会近畿支部, 2004.3.
関西の近代建築 : ウォートルスから村野藤吾まで / 石田潤一郎著. -- 中央公論美術
出版, 1996.11.
上方の浮世絵 : 大坂・京都の粋と技 : 特別展 / 岩佐伸一, 澤井浩一, 渕田恵子編. -NHKプラネット, 2014.4.
広重の三都めぐり : 京絵図大全・大坂細見図・御江戸大絵図で歩く : 京・大坂・江戸・近
江 / 菅井靖雄執筆. -- 人文社, 2006.11. -- (古地図ライブラリー ; 14).
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