大阪の自然

展示期間：7/31～

夏は、自然とふれあう機会が増えます。大阪というと、都市がイメージされますが、淀川、大和川などの川、大阪湾、北摂の山並みや金剛山など豊かな
自然に囲まれています。大阪の自然を対象とした研究活動も盛んに行われています。今回の企画展示では、大阪の自然に関する図書を集めました。

書名

配置場所

請求記号

旧大和川流域の集落遺跡. -- [1], 2. -- 古代を考える会, 1978.3-1983.12. -- (古代を考える / 古代を考
B3新体系
える会編 ; 14, 35).

210.3//KO17//6785

旧大和川流域の集落遺跡. -- [1], 2. -- 古代を考える会, 1978.3-1983.12. -- (古代を考える / 古代を考
B3新体系
える会編 ; 14, 35).

210.3//KO17//6802

全国災害史事典 : 近畿地方 : 1868-2015 / 日外アソシエーツ株式会社編集. -- 日外アソシエーツ.

3F開架新体系

210.6//N71//6096

なにわのみやび野田のふじ / 藤三郎著. -- 東方出版, 2006.5.

3F開架新体系

216.3//F56//0221

「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

美しい水都が見えた : 河内王朝時代の大阪地形を復元する : 等高線手法で判明した五世紀の内海 /
金子晋著. -- : [セット], [本体], 復元図. -- アド・ポポロ, 2011.7.

3F開架新体系

216.3//KA53//7035

美しい水都が見えた : 河内王朝時代の大阪地形を復元する : 等高線手法で判明した五世紀の内海 /
金子晋著. -- : [セット], [本体], 復元図. -- アド・ポポロ, 2011.7.

3F開架新体系

216.3//KA53//7036

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
3F開架新体系
話. -- ブレーンセンター, 2009.8. -- (新なにわ塾叢書 ; 3).

212.3//KY4//2322//西田蔵書

大阪アースダイバー / 中沢新一著・写真. -- 講談社, 2012.10.

3F開架新体系

216.3//N46//8594

「河内学」の世界 / 大阪経済法科大学河内学研究会編. -- 清文堂出版, 2015.5.

3F開架新体系

216.3//O73//2952

河内木綿と大和川 / 山口之夫著. -- 清文堂出版, 2007.4.

3F開架新体系

216.3//Y24//2295

古地図が語る大災害 : 絵図・瓦版で読み解く大地震・津波・大火の記憶 / 本渡章著. -- 創元社,
2014.12.

3F開架新体系

216//H84//7721

関西文明と風土 / 宮本又次著. -- 至誠堂, 1971. -- (至誠堂新書).

B3経済学部

216//M

暮らしの地理学 / 山嵜謹哉, 金井年編. -- 新版. -- 古今書院, 2004.11.

3F開架新体系

290.1//Y48//1735

大阪の自然 / 大阪自然科学研究会編. -- 六月社, 1966.4.

B2中央旧

291.08//R1//9

大和川 / 藤岡謙二郎著. -- 学生社, 1972.

B2中央旧

291.15//F4//4

関西の風土と歴史 / 原田伴彦, 作道洋太郎編. -- 山川出版社, 1984. -- (風土と歴史 ; 7).

B3工学部

291.6//H//AR-2

大阪百景 : 写真集 / 福島明博著. -- 大月書店, 1993.1.

3F開架新体系

291.63//F84//8396

大阪 : その風土と生活 / 大阪府高等学校地理研究会著. -- 二宮書店, 1973.7.

B2中央旧

291.63//O30//1A

大阪の教科書 : 大阪検定公式テキスト / 創元社編集部編. -- 増補改訂版. -- 創元社, 2012.3.

3F開架新体系

291.63//SO27//7214

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.

3F開架新体系

291.63//TA29//7141

北摂里山散策ガイドブック : 屋根のない極上ミュージアム / ぶんぶん編. -- ぶんぶん.

B3出納

291.64//B88//9118

地図で読む百年 / 平岡昭利編. -- 九州 - 近畿2. -- 古今書院, 1997.3-2006.8.

3F開架新体系

291//H67//1505

地図で読む百年 / 平岡昭利編. -- 九州 - 近畿2. -- 古今書院, 1997.3-2006.8.

3F開架新体系

291//H67//3955

大阪の歴史と風土 / 宮本又次[ほか]著. -- 毎日放送, 1973.11. -- (毎日放送文化双書 ; 1).

B2中央旧

302.1//M87//1

食文化、東と西 / 森田尚文, 前田智子著. -- 大阪公立大学共同出版会, 2005.5. -- (OMUPブックレット ;
4F開架新体系
No.1).

383.8//MO66//9775

南大阪の伝統食 / 小林宏至編著. -- 大阪公立大学共同出版会, 2008.8. -- (OMUPブックレット ; no.18 .
4F開架新体系
「堺・南大坂地域学」シリーズ ; 11).

383.8163//KO12//9785

関西自然史ハイキング : 大阪から日帰り30コース / 地学団体研究会大阪支部編. -- 創元社, 1998.4.

3F開架新体系

402.916//C43//3202

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

近畿 / 大場秀章, 藤田和夫, 鎮西清高編集. -- 岩波書店, 1995.12. -- (日本の自然 : 地域編 / 貝塚爽
3F開架新体系
平 [ほか] 編 ; 5).

450.91//N71//0054

ネイチャースクエア大阪の自然誌 / 大阪市立自然史博物館編. -- 大阪市立自然史博物館, 2001.3. -3F開架新体系
(大阪市立自然史博物館展示解説 ; 第13集).

450.9163//O73//7499

地理と気候の日本地図 : 地元の常識、驚くべき数字を知る / 浅井建爾著. -- PHP研究所, 2011.7. -(PHPサイエンス・ワールド新書 ; 044).

4F新書版

451.91//A83//4408

大阪湾 : 環境の変遷と創造 / 生態系工学研究会編. -- 恒星社厚生閣, 2009.10.

3F開架新体系

452.2//SE19//4625

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).

3F開架新体系

452.95//W31//3968

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).

2F学生選書

452.95//W31//7875//西田蔵
書

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).

2F学生選書

452.95//W31//7872//西田蔵
書

書名

配置場所

請求記号

街道と活断層を行く / 大阪地域地学研究会著. -- 東方出版, 2001.7. -- (関西地学の旅 ; 2).

3F開架新体系

454.4//O73//4732

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).

3F開架新体系

454.66//SH93//3970

干潟を考える干潟を遊ぶ / 大阪市立自然史博物館, 大阪自然史センター編著. -- 東海大学出版会,
2008.5. -- (大阪市立自然史博物館叢書 ; 3).

3F開架新体系

454.7//O73//5848

近畿・中国・四国 / 太田陽子 [ほか] 編. -- 東京大学出版会, 2004.6. -- (日本の地形 / 貝塚爽平 [ほ
か] 編 ; 6).

3F開架新体系

454.91//N71//6051

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).

3F開架新体系

454.916//SH93//3969

大阪東南部地域の地質 / 宮地良典[ほか編]. -- 工業技術院地質調査所, 1998.3. -- (地域地質研究報
7F新体系
告 : 5万分の1地質図幅 / 地質調査所[編] ; 京都(11)第63号).

455.1//C43//2966

大阪西北部地域の地質 / 藤田和夫, 笠間太郎[編]. -- 地質調査所, 1982.3. -- (地域地質研究報告 : 5
7F新体系
万分の1地質図幅 / 地質調査所[編] ; 京都(11)第50号).

455.1//C43//3428

大阪東北部地域の地質 / 宮地良典, 田結庄良昭, 寒川旭[著]. -- 地質調査所, 2001.3. -- (地域地質研
7F新体系
究報告 : 5万分の1地質図幅 / 地質調査所[編] ; 京都(11)第51号, NI-53-14-8).

455.1//C43//3429

大阪西南部地域の地質 / 藤田和夫, 前田保夫[著]. -- 地質調査所, 1985.3. -- (地域地質研究報告 : 5
7F新体系
万分の1地質図幅 / 地質調査所[編] ; 京都(11)第62号).

455.1//C43//3436

岸和田地域の地質 / 市原実, 市川浩一郎, 山田直利[著]. -- 地質調査所, 1986.3. -- (地域地質研究報
7F新体系
告 : 5万分の1地質図幅 / 地質調査所[編] ; 京都(11) 第73号).

455.1//C43//3441

日本地質学会第94年学術大会見学旅行案内書 / 日本地質学会第94年総会・年会準備委員会編集. -3F開架新体系
日本地質学会第94年総会・年会準備委員会, 1987.3.

455.1//N71//8307

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
3F開架新体系
館, 1999.1.

455.16//C43//7820

おおさか自然史ハイキング : 地質ガイド / 地学団体研究会大阪支部編. -- 創元社, 1987.4.

3F開架新体系

455.163//C43//2195

大阪地盤 : 特に洪積層の研究とその応用 / 大阪地盤編集委員会. -- 土質工学会, 1977.

7F新体系

455.163//O73//3124

川と平野の地学・第四紀層 : 利根川と関東平野,淀川と大阪平野 / 高橋彦治著. -- 山海堂, 1999.5.

3F開架新体系

456.8//TA33//6861

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).

2F学生選書

457.212//O73//7877//西田蔵
書

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).

2F学生選書

458.212//SH93//7878//西田
蔵書

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, 1998.4-2004.10. -- (関西地学の
3F開架新体系
旅 ; [1], 3).

459.7//O73//8745

生きものなんでも相談 / 日本動物学会近畿支部編著. -- 大阪公立大学共同出版会, 2009.5. -- (OMUP
3F開架新体系
ブックレット ; No.25).

460.4//N71//9791

標本の作り方 : 自然を記録に残そう / 大阪市立自然史博物館編著. -- 東海大学出版会, 2007.7. -- (大
3F開架新体系
阪市立自然史博物館叢書 ; 2).

460.73//O73//5668

なにわ緑景 : 大阪市南部 / みどりと生き物会議編. -- 大阪市環境保健局, 1995.4.

3F開架新体系

462.163//MI14//4233

川カルテ1993 / 森下郁子編著. -- 山海堂, 1993.10. -- (水の図鑑環境シリーズ . 川と湖の博物館 : 生
物からのメッセージ ; 10).

3F開架新体系

468//KA98//5157

都市・森・人をつなぐ : 森の植物園からの提言 / 植松千代美編. -- 京都大学学術出版会, 2014.12.

3F開架新体系

470.76//U41//7469

メタセコイアと文化創造 : 植物的 (ボタニカル) 社会デザインへの招待 / 岡野浩, 塚腰実編著. -- 大阪
公立大学共同出版会, 2015.3. -- (OMUPブックレット ; no. 53 . URP「先端的都市研究」シリーズ ; 3).

3F開架新体系

478.66//O45//3056

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

クマゼミから温暖化を考える / 沼田英治著. -- 岩波書店, 2016.6. -- (岩波ジュニア新書 ; 833).

4F新書版

486.5//N99//2321

都会にすむセミたち : 温暖化の影響? / 沼田英治, 初宿成彦共著. -- 海遊舎, 2007.7.

3F開架新体系

486.5//N99//4919

絶体絶命の淡水魚イタセンパラ : 希少種と川の再生に向けて / 日本魚類学会自然保護委員会編 ; 渡
辺勝敏, 前畑政善責任編集. -- 東海大学出版会, 2011.1. -- (叢書・イクチオロギア ; 1).

3F開架新体系

487.67//N71//9744

日本鳥の巣図鑑 : 小海途銀次郎コレクション / 小海途銀次郎, 和田岳著 ; 大阪市立自然史博物館, 大
3F開架新体系
阪自然史センター編. -- 東海大学出版会, 2011.8. -- (大阪市立自然史博物館叢書 ; 5).

488.038//KO24//5339

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

応用地質学の最近の研究 : 関西地方を中心にして / 笠間太郎 [ほか] 編. -- 日本応用地質学会関西
支部, 1982.5.

7F新体系

511.2//N71//9205

地盤の科学 : 地面の下をのぞいてみると・・・・・・ / 土木学会関西支部編. -- 講談社, 1995.9. -- (ブルー
4F新書版
バックス ; B-1088).

511//D81//0619

大阪の川 : 都市河川の変遷 / 「大阪の川」編集委員会編著. -- 大阪市土木技術協会, 1995.10.

3F開架新体系

517.09//O73//9594

近世の淀川治水 / 村田路人著. -- 山川出版社, 2009.4. -- (日本史リブレット ; 93).

3F開架新体系

517.216//MU59//8311

淀川ものがたり / 淀川ガイドブック編集委員会編集・著 ; 河内厚郎執筆. -- 読売連合広告社.

3F開架新体系

517.216//Y73//9775

大和川夜話 / 長井勝正著. -- 大阪春秋社, 1996.6.

7F新体系

517.2163//N14//4563

甚兵衛と大和川 : 北から西への改流・300年 / 中九兵衛[著]. -- 中九兵衛, 2004.1.

7F新体系

517.2163//N31//1975

書名

配置場所

請求記号

大和川付替えと流域環境の変遷 / 山野寿男, 玉野富雄, 北川央編. -- 古今書院, 2008.10.

3F開架新体系

517.2163//Y38//1544

大和川付け替え三〇〇年 : その歴史と意義を考える / 大和川水系ミュージアムネットワーク編. -- 雄山
3F開架新体系
閣, 2007.11.

517.2163//Y45//9360

淀川・大和川・紀の川水系調査書. -- 経済企画庁総合開発局国土調査課, 1970.3.

B3地理学

517.3//K//地理学

淀川・大和川・紀の川水系利水現況図 / 経済企画庁総合開発局 [編]. -- 経済企画庁総合開発局,
1970.3. a.

B3文学部L

517.3//K//地理学

大阪築港100年 : 海からのまちづくり. -- 上巻 - 索引. -- 大阪市港湾局, 1997.10-1999.12.

7F新体系

517.82//O73//6035

大阪築港100年 : 海からのまちづくり. -- 上巻 - 索引. -- 大阪市港湾局, 1997.10-1999.12.

7F新体系

517.82//O73//6036

大阪築港100年 : 海からのまちづくり. -- 上巻 - 索引. -- 大阪市港湾局, 1997.10-1999.12.

7F新体系

517.82//O73//9624

川のなんでも小事典 : 川をめぐる自然・生活・技術 / 土木学会関西支部編. -- 講談社, 1998.2. -- (ブ
ルーバックス ; B-1204).

4F新書版

517//D81//8093

流域都市論 : 自然と共生する流域圏・都市の再生 / 吉川勝秀著. -- 鹿島出版会, 2008.3.

3F開架新体系

517//Y89//2151

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.

3F開架新体系

518.8//H38//8146

大阪湾の自然と再生 / 上甫木昭春編著. -- 大阪公立大学共同出版会, 2008.3. -- (OMUPブックレット ;
3F開架新体系
No.15 . 「堺・南大坂地域学」シリーズ ; 9).

519.4//KA37//9783

都市に自然をとりもどす : 市民参加ですすめる環境再生のまちづくり / 宗田好史 [ほか] 編著. -- 学芸
3F開架新体系
出版社, 2000.4.

519.8163//MU33//0231

なにわの伝統野菜 / 吉村昌一編. -- [吉村昌一], 2005.10.

626.0216//Y91//7061

7F新体系

吹田くわいの本 : なにわの伝統野菜 / 吹田くわい保存会編. -- 創元社, 2010.6.

7F新体系

626.48//SU52//5775

なにわ大阪の伝統野菜 / なにわ特産物食文化研究会編著. -- 農山漁村文化協会, 2002.3.

4F開架新体系

626//N48//2220

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科 / 成瀬宇平, 堀知佐子著. -- 丸善, 2009.11.

4F開架新体系

626//N54//5839

大坂 : 摂津・河内・和泉 / 今井修平, 村田路人編. -- 吉川弘文館, 2006.7. -- (街道の日本史 ; 33).

4F開架新体系

682.1//KA21//1458

近畿地方の歴史の道 / 大阪府教育委員会報告書編集. -- 1: 大阪1 - 7: 滋賀2. -- 海路書院, 2005.4-.
4F開架新体系
-- (歴史の道調査報告書集成 / 服部英雄, 磯村幸男編集委員 ; 1-7).

682.1//KI44//7287

近畿地方の歴史の道 / 大阪府教育委員会報告書編集. -- 1: 大阪1 - 7: 滋賀2. -- 海路書院, 2005.4-.
4F開架新体系
-- (歴史の道調査報告書集成 / 服部英雄, 磯村幸男編集委員 ; 1-7).

682.1//KI44//7288

旧大阪市都市工学情報センター所蔵写真「都市と水辺」 / 大阪歴史博物館編. -- 大阪歴史博物館,
2016.3. -- (大阪歴史博物館館蔵資料集 / 大阪歴史博物館編集 ; 12).

L069.9//O73//6428

7F新体系L

大和川 : その永遠の流れ : 大和川付け替え300周年記念 / 柏原市立歴史資料館編集. -- 柏原市立歴
7F新体系L
史資料館, 2004.7.

L216.3//KA77//6830

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).

L216.3//O73//6977

7F新体系L

伊能大図 / 渡辺一郎監修. -- 北海道・東北 - 九州・九州沿海図. -- 河出書房新社, 2013.12. -- (伊能
3F開架大型本
図大全 / 渡辺一郎監修 ; 第1巻-第4巻). a.

L291.038//I55//4144

日本図誌大系 / 山口恵一郎 [ほか] 編. -- 北海道・東北 1 - 九州 2. -- 朝倉書店, 1972-1980.

L291.08//N71//7336

3F開架大型本

近世刊行大坂図集成 / 小野田一幸, 上杉和央編集. -- 創元社, 2015.7.

3F開架大型本

L291.63//O67//5163

近畿の活断層 / 岡田篤正, 東郷正美編. -- 東京大学出版会, 2000.3.

3F開架大型本

L454.4//O38//9508

巨大絶滅動物マチカネワニ化石 : 恐竜時代を生き延びた日本のワニたち / 小林快次, 江口太郎著. -3F開架新体系
大阪大学出版会, 2010.6. -- (大阪大学総合学術博物館叢書 ; 5).

L457.87//KO12//3999

未来・輝き : 植物園創立50周年記念 / 大阪市立大学理学部附属植物園創立50周年記念事業実行委
員会 [編]. -- 大阪市立大学理学部附属植物園創立50周年記念事業実行委員会, [200-].

L470.76//O73//4121

7F新体系L

樹木 : 大阪府の天然記念物(植物)概要 / 大阪府教育委員会文化財保護課, 大阪府伝統文化保護団体
7F新体系L
連絡会編集. -- 大阪府教育委員会文化財保護課, 2012.3.

L472.163//O73//4813

森野旧薬園と松山本草 : 薬草のタイムカプセル / 高橋京子, 森野燾子著. -- 大阪大学出版会, 2012.3.
7F新体系L
-- (大阪大学総合学術博物館叢書 ; 7).

L499.87//TA33//7918

大和川をみつめて : 四季の彩り : 大和川流域写真集 / 細川和昭写真 ; 青木はるみ詩 ; 森下郁子エッセ
7F新体系L
イ. -- 近畿地方建設局大和川工事事務所, 1997.3.

L517.216//H94//8105

琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築 / 谷内茂雄 [ほか] 編集. -- 最終成果報告書. -- 総
7F新体系L
合地球環境学研究所プロジェクト3-1, 2007.3.

L517.216//Y12//5893

淀川・大和川の洪水 : 資料 / 近畿地方建設局編. -- 淀川大和川洪水予報連絡会, 1960.

7F新体系L

L517.4//KI44//1521

濁流が走る : 新聞記事に見る淀川・大和川の洪水. -- 近畿地方建設局, 1981.3.

7F新体系L

L517.4//KI44//1522

都市環境のクリマアトラス : 気候情報を活かした都市づくり / 日本建築学会編著. -- ぎょうせい, 2000.9. 3F開架新体系

L518.8//N71//5179

大阪市ヒートアイランド対策推進計画. -- 大阪市都市環境局環境部地球環境課, 2005.3.

L519.1//O73//3763

7F新体系L

市民の環境安全白書 : 大阪発 : つくろういのちと環境優先の社会 / 大阪から公害をなくす会, 大阪自治
3F開架新体系
体問題研究所編. -- 自治体研究社, 2006.5.

L519.216//O73//2231

植物とともに生きる : 21世紀への道 : 花博理念継承国際シンポジウム報告書 / 千里文化財団編集. -3F開架新体系
千里文化財団, 1993.11.

L519.8//SE72//3619

生物多様性・堺戦略 : 自然と共生するまちづくりをめざして / 堺市環境局環境保全部環境総務課編. -7F新体系L
堺市環境局環境保全部環境総務課, 2013.3.

L519.816//SA29//7987

書名

配置場所

請求記号

ものづくり上方"酒"ばなし : 先駆・革新の系譜と大阪高等工業学校醸造科 / 松永和浩編著. -- 大阪大
7F新体系L
学出版会, 2012.10. -- (大阪大学総合学術博物館叢書 ; 8).

L588.5//MA83//3150

大阪港のあゆみ / 大阪市港湾局編集. -- 大阪市, 1957.10.

7F新体系L

L683.921//O73//7385

淀川 : 自然と歴史 / 鉄川精[ほか]著. -- 松籟社, 1979.8. -- (大阪文庫 ; 1).

B2中央N

N291.6//T12//1

琵琶湖・淀川・大和川 : その流域の過去と現在 / 野外歴史地理学研究所編 ; 藤岡謙二郎監修. -- 大
明堂, 1983.4.

B2中央N

N291.6//Y7//1

近畿野外地理巡検 / 野外歴史地理学研究所編. -- 古今書院, 1983.5.

B2中央N

N291.6//Y7//2A

大阪平野の地震動特性. -- 災害科学研究所, 1984.11.

B2中央N

N453.3//S5//1

大和川付替(川違え)工事史 : 治水の恩人中甚兵衛考とその周辺 / 藤原秀憲著. -- 新和出版社,
1982.1.

B2中央N

N517.5//F4//1

新編大阪地盤図 / 土質工学会関西支部, 関西地質調査業協会編著. -- コロナ社, 1987.11.

2F地図

NL455.9//D1//1A

