２F企画展示

展示期間：2022年4月4日-5月8日

新入生に薦める100冊の本
大阪公立大学の新入生の皆さんをお迎えするにあたって、
先生方からのお薦め図書を紹介する冊子『新入生に薦める100冊の本』を作成しました。
今回の企画展示では、この冊子に掲載されている、学生の皆さんにぜひ読んでほしい本を展示しています。
『新入生に薦める100冊の本』は昨年まで大阪府立大学で発行されていた冊子です。
大阪公立大学となった今年は、旧府大の先生に加えて、旧市大の先生方からの紹介図書も掲載されており、
これまで以上に幅広い分野の図書がラインナップされています。
新入生だけでなく、上回生の皆さんもぜひお手に取ってみてください。
書名

配置場所

請求記号

実践 自分で調べる技術 / 宮内泰介, 上田昌文著. -- 岩波書店, 2020.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1853).

4F新書版

002.7//MI86//4407

仕事としての学問 ; 仕事としての政治 / マックス・ウェーバー [著] ; 野口雅弘訳. -- 講談社, 2018.7.
-- (講談社学術文庫 ; [2500]).
AIと社会・経済・ビジネスのデザイン / 村上憲郎 [ほか] 編. -- 日本評論社, 2020.3. -- (都市経営研

3F文庫版

002//W51//2182//西田蔵
書

3F開架新体系

007.13//MU43//1527

4F新書版

015//I57//9575

3F文庫版

019//SC6//3107

読書は格闘技 / 瀧本哲史著. -- 集英社, 2016.4.

3F開架新体系

019//TA73//1237

「ロンリ」の授業 / NHK『ロンリのちから』制作班著. -- 三笠書房, [2019.1].

3F開架新体系

116//N71//4600

究叢書 ; 3).
図書館に訊け! / 井上真琴著. -- 筑摩書房, 2004.8. -- (ちくま新書 ; 486).
読書について : 他二篇 / ショウペンハウエル著 ; 斎藤忍随訳. -- 改版. -- 岩波書店, 1983.7. -- (岩波
文庫 ; 青(33)-632-2).

一億三千万人のための「論語」教室 / 高橋源一郎著. -- 河出書房新社, 2019.10. -- (河出新書 ; 012). 4F新書版
読書について / ショーペンハウアー著 ; 鈴木芳子訳. -- 光文社, 2013.5. -- (光文社古典新訳文庫 ;

123.83//TA33//7324

3F文庫版

134.6//SC6//6106

4F新書版

134.94//N71//0706

4F新書版

140.18//SU49//1795

3F開架新体系

140//U57//8865

4F新書版

141.51//SU96//4414

自分の時代 / ウエイン・W・ダイアー著 ; 渡部昇一訳. -- 三笠書房, 1979.7.

3F開架新体系

159//D99//4623

私は私のままで生きることにした / キム・スヒョン著 ; 吉川南訳. -- ワニブックス, 2019.3.

3F開架新体系

159//KI31//4586

3F文庫版

183.92//SA75//4593

4F新書版

210.04//U73//7151

B3新体系

235.04//L56//1888

B3新体系

235.04//L56//1889

4F新書版

289//H71//8792

自分の頭で考える日本の論点 / 出口治明著. -- 幻冬舎, 2020.11. -- (幻冬舎新書 ; 603, [て-3-2]).

4F新書版

304//D53//4592

「きめ方」の論理 : 社会的決定理論への招待 / 佐伯胖著. -- 東京大学出版会, 1980.4.

7F新体系

304//SA14//0622

3F文庫版

311.1//SA62//3975

4F開架新体系

318.7//H76//2747

[KBシ1-1]).
ツァラトゥストラ / ニーチェ[著] ; 手塚富雄訳 ; 1, 2. -- 中央公論新社, 2002.4-2002.5. -- (中公クラ
シックス ; W17,W20).
行動分析学入門 : ヒトの行動の思いがけない理由 / 杉山尚子著. -- 集英社, 2005.9. -- (集英社新書 ;
0307E).
はじめての心理学 : 心のはたらきとそのしくみ / 氏原寛, 松島恭子, 千原雅代編. -- 創元社, 2000.3.
認知バイアス : 心に潜むふしぎな働き / 鈴木宏昭著. -- 講談社, 2020.10. -- (ブルーバックス ; B2152).

仏教は宇宙をどう見たか : アビダルマ仏教の科学的世界観 / 佐々木閑著. -- 化学同人, 2021.7. -(DOJIN文庫 ; 001).
日本文明77の鍵 / 梅棹忠夫編著. -- 文藝春秋, 2005.4. -- (文春新書 ; 435).
モンタイユー : ピレネーの村 1294～1324 / エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ著 ; 井上幸治 [ほ
か] 訳 ; 上, 下. -- 刀水書房, 1990.6-1991.10. -- (刀水歴史全書 ; 26).
モンタイユー : ピレネーの村 1294～1324 / エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ著 ; 井上幸治 [ほ
か] 訳 ; 上, 下. -- 刀水書房, 1990.6-1991.10. -- (刀水歴史全書 ; 26).
学問の発見 : 数学者が語る「考えること・学ぶこと」 / 広中平祐著. -- 講談社, 2018.7. -- (ブルー
バックス ; B-2065).

これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学 / マイケル・サンデル著 ; 鬼澤忍
訳. -- 早川書房, 2011.11. -- (ハヤカワ文庫 ; NF376).
都市行政の最先端 : 法学と政治学からの展望 / 久末弥生編. -- 日本評論社, 2019.2. -- (都市経営研究
叢書 ; 2).

まちづくりイノベーション : 公民連携・パークマネジメント・エリアマネジメント / 佐藤道彦, 佐

4F開架新体系

318.7//SA85//3409

4F開架新体系

318.763//SE51//3376

「大岡裁き」の法意識 : 西洋法と日本人 / 青木人志著. -- 光文社, 2005.4. -- (光文社新書 ; 200).

4F新書版

322.16//A53//3847

大阪「断刑録」 : 明治初年の罪と罰 / 牧英正, 安竹貴彦著. -- 阿吽社, 2017.10.

4F開架新体系

327.609//MA34//4049

4F開架新体系

331.19//N37//7343

4F開架新体系

331//I89//6250

4F開架新体系

331//MA51//3051

4F開架新体系

336.1//P83//9544

4F開架新体系

336.2//R25//4590

4F開架新体系

336.49//I89//4591

7F新体系

336.8//I53//1005

4F開架新体系

338.15//L59//4601

4F開架新体系

361.8//SA62//1579

4F開架新体系

361.85//TH6//8226

4F開架新体系

366.1953//N71//4621

日本のフェミニズム : 150年の人と思想 / 井上輝子著. -- 有斐閣, 2021.12.

4F開架新体系

367.21//I57//3565

結婚不要社会 / 山田昌弘著. -- 朝日新聞出版, 2019.5. -- (朝日新書 ; 717).

4F新書版

367.4//Y19//8200

目の見えない人は世界をどう見ているのか / 伊藤亜紗著. -- 光文社, 2015.4. -- (光文社新書 ; 751).

4F新書版

369.275//I89//3822

読んで旅する、日本と世界の色とりどりの教育 / 武田緑著. -- 教育開発研究所, 2021.9.

4F開架新体系

372//TA59//4597

3F文庫版

389//MA96//3007

3F開架新体系

402//F93//3942

3F開架新体系

407//N87//2759

7F新体系

410.8//KI59//0708

3F文庫版

417//R17//7487

3F開架新体系

421.3//KU35//6430

3F開架新体系

433//KI22//5392

3F開架新体系

433//KI22//5677

機器分析ハンドブック ; 3 固体・表面分析編. -- 化学同人, 2021.3.

3F開架新体系

433//KI22//8745

日本列島の誕生 / 平朝彦著. -- 岩波書店, 1990.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 148).

4F新書版

455.1//TA23//7783

気候変動を理学する : 古気候学が変える地球環境観 / 多田隆治 [著]. -- みすず書房, 2013.3.

3F開架新体系

456.89//TA16//5212

3F開架新体系

456.9144//N32//5696

3F開架新体系

467.2//D47//6505

3F開架新体系

471.9//I52//8247

4F新書版

481.3//MO85//1123

B3新体系

490.2//I11//1263

4F新書版

491.3//MA59//4583

野修久編. -- 日本評論社, 2019.3. -- (都市経営研究叢書 ; 1).
ほっとかない郊外 : ニュータウンを次世代につなぐ / 泉北ほっとかない郊外編集委員会著. -- 大阪
公立大学共同出版会, 2017.10.

「原因と結果」の経済学 : データから真実を見抜く思考法 / 中室牧子, 津川友介著. -- ダイヤモンド
社, 2017.2.
ひたすら読むエコノミクス : read me 1st / 伊藤秀史著. -- 有斐閣, 2012.4.
アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? : これからの経済と女性の話 / カトリーン・マルサル著 ;
高橋璃子訳. -- 河出書房新社, 2021.11.
競争戦略論 / マイケル・E.ポーター著 ; 竹内弘高監訳 ; Diamondハーバード・ビジネス・レビュー
編集部訳 ; 1, 2. -- 新版. -- ダイヤモンド社, 2018.7.
妄想する頭思考する手 : 想像を超えるアイデアのつくり方 / 暦本純一編. -- 祥伝社, 2021.2.
世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 / 伊藤羊一著. -- SBクリエイティブ,
2018.3. -- (1分で話せ ; [1] ; [正編]).
稲盛和夫の実学 : 経営と会計 / 稲盛和夫著. -- 日本経済新聞社, 1998.10.
ライアーズ・ポーカー / マイケル・ルイス著 ; 東江一紀訳. -- パンローリング, 2006.1. -- (ウィザー
ド・ブック・シリーズ ; 98).
実力も運のうち : 能力主義は正義か? / マイケル・サンデル著 ; 鬼澤忍訳. -- 早川書房, 2021.4.
イングランド労働者階級の形成 / エドワード・P. トムスン著 ; 市橋秀夫, 芳賀健一訳. -- 青弓社,
2003.5.
エンプロイメント・アット・ウィル : 日米雇用法の違いと米国式マネジメント / 日本在外企業協会
編. -- 日本在外企業協会, 2020.1.

贈与論 : 他二篇 / マルセル・モース著 ; 森山工訳. -- 岩波書店, 2014.7. -- (岩波文庫 ; 白(34)-2281).
科学の社会史 : ルネサンスから20世紀まで / 古川安著. -- 増訂版. -- 南窓社, 2000.3.
はじめての研究生活マニュアル : 解消します!理系大学生の疑問と不安 / 西澤幹雄著. -- 化学同人,
2015.4.
解析入門 / 杉浦光夫著 ; 1, 2. -- 東京大学出版会, 1980.3-1985.4. -- (基礎数学 ; 2-3).
統計学とは何か : 偶然を生かす / C.R.ラオ著 ; 藤越康祝, 柳井晴夫, 田栗正章訳. -- 筑摩書房, 2010.2.
-- (ちくま学芸文庫 ; [ラ7-1]).
量子革命 : アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突 / マンジット・クマール [著] ; 青木薫
訳. -- 新潮社, 2013.3.
機器分析ハンドブック ; 2 高分子・分離分析編. -- 化学同人, 2020.10.
有機・分光分析編 / 川﨑英也, 中原佳夫, 長谷川健編. -- 化学同人, 2020.4. -- (機器分析ハンドブッ
ク ; 1).

時を刻む湖 : 7万枚の地層に挑んだ科学者たち / 中川毅著. -- 岩波書店, 2015.9. -- (岩波科学ライブ
ラリー ; 242).
利己的な遺伝子 / リチャード・ドーキンス [著] ; 日高敏隆 [ほか] 訳. -- 40周年記念版. -- 紀伊國屋
書店, 2018.2.
世界史を大きく動かした植物 / 稲垣栄洋著. -- PHPエディターズ・グループ.
ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学 / 本川達雄著. -- 中央公論社, 1992.8. -- (中公新書 ;
1087).
まんが医学の歴史 = A Manga history of medicine / 茨木保著. -- 医学書院, 2008.3.
臓器たちは語り合う : 人体神秘の巨大ネットワーク / 丸山優二, NHKスペシャル「人体」取材班著.
-- NHK出版, 2019.5. -- (NHK出版新書 ; 587).

脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか : 脳AI融合の最前線 / 紺野大地,

3F開架新体系

491.371//KO75//3773

2F学生選書

491.371//SC6//8111

3F開架新体系

491.42//TS64//7294

3F開架新体系

493.758//Y12//4584

3F開架新体系

498.54//MA83//8635

3F開架新体系

498.6//N37//4587

4F新書版

498.6//SE24//3849

健康格差社会への処方箋 / 近藤克則著. -- 医学書院, 2017.1.

3F開架新体系

498//KO73//4585

水俣病 / 原田正純著. -- 岩波書店, 1972.11. -- (岩波新書 ; 青-841).

B2中央旧

519.5//H20//1

3F開架新体系

519.8//KA39//1659

3F開架新体系

519.8//SH34//1092

3F開架新体系

519//C84//0281

吉阪隆正 : 地表は果して球面だろうか / 吉阪隆正著. -- 平凡社, 2021.7. -- (Standard books).

3F開架新体系

520.4//Y94//1261

宇宙からの帰還 / 立花隆著. -- 新版. -- 中央公論新社, 2020.8. -- (中公文庫 ; [た-20-10]).

3F文庫版

538.9//TA13//4595

池谷裕二著. -- 講談社, 2021.12.
ヴィジュアル版脳の歴史 : 脳はどのように視覚化されてきたか / カール・シューノーヴァー著 ; 松
浦俊輔訳. -- 河出書房新社, 2011.11.
小さな小さなクローディン発見物語 : 若い研究者へ遺すメッセージ / 月田承一郎著. -- 羊土社,
2006.2.
認知症とともにあたりまえに生きていく : 支援する、されるという立場を超えた9人の実践 / 矢吹
知之, 丹野智文, 石原哲郎編著 ; 藤田和子 [ほか] 著. -- 中央法規出版, 2021.6.
ゲノム編集食品が変える食の未来 : advanced food / 松永和紀著. -- ウェッジ, 2020.11.
疫学とはなにか : データと理論思考で探る病気の原因と予防 / 中村好一著. -- 技術評論社, 2021.4. - (知りたいサイエンス ; 146).
保健所の「コロナ戦記」TOKYO2020-2021 / 関なおみ著. -- 光文社, 2021.12. -- (光文社新書 ;
1171).

フットパスによるまちづくり : 地域の小径を楽しみながら歩く / 神谷由紀子編著. -- 水曜社,
2014.5. -- (文化とまちづくり叢書).
はじめて学ぶ生物文化多様性 / 敷田麻実, 湯本貴和, 森重昌之編著 ; ドウノヨシノブ漫画. -- 講談社,
2020.2.
奪われし未来 / シーア・コルボーン, ダイアン・ダマノスキ, ジョン・ピーターソン・マイヤーズ著
; 長尾力, 堀千恵子訳. -- 増補改訂版. -- 翔泳社, 2001.1.

錆と人間 : ビール缶から戦艦まで / ジョナサン・ウォルドマン著 ; 三木直子訳. -- 築地書館, 2016.9. 3F開架新体系
「香り」の科学 : 匂いの正体からその効能まで / 平山令明著. -- 講談社, 2017.6. -- (ブルーバックス
; B-2020).
シティ・ファーマー : 世界の都市で始まる食料自給革命 / ジェニファー・コックラル=キング著 ;
白井和宏訳. -- 白水社, 2014.12.

4F新書版
4F開架新体系

566.76//W36//5073//西
田蔵書
576.6//H69//9669
611.4//C82//7288//西田
蔵書

きみがしらないひみつの三人 / ヘルメ・ハイネ作・絵 ; 天沼春樹訳. -- 徳間書店, 2004.3.

3F開架新体系

726.6//H51//4598

この本を書いたのは誰だ? : 統計で探る"文章の指紋" / 村上征勝著. -- 勉誠出版, 2020.3.

3F開架新体系

801.6//MU43//4619

フィールド言語学者、巣ごもる。 / 吉岡乾著. -- 創元社, 2021.6.

3F開架新体系

804//Y92//1574

暗号解読 : ロゼッタストーンから量子暗号まで / サイモン・シン [著] ; 青木薫訳. -- 新潮社, 2001.7. 3F開架新体系

809.7//SI8//9775

象は鼻が長い / 三上章著. -- くろしお出版, 1960.

B2中央旧

815.7//M5//3

中国語はじめの一歩 / 木村英樹著. -- 新版. -- 筑摩書房, 2017.6. -- (ちくま学芸文庫 ; [キ-24-1]).

3F文庫版

820//KI39//4596

3F開架新体系

910.26//KI42//3811

芳賀矢一 : 「国文学」の誕生 / 佐々木孝浩著. -- 岩波書店, 2021.12. -- (近代「国文学」の肖像 / 安
藤宏, 鈴木健一, 高田祐彦編 ; 第1巻).
藤岡作太郎 : 「文明史」の構想 / 陣野英則著. -- 岩波書店, 2021.8. -- (近代「国文学」の肖像 / 安藤
宏, 鈴木健一, 高田祐彦編 ; 第2巻).
佐佐木信綱 : 本文の構築 / 鈴木健一著. -- 岩波書店, 2021.2. -- (近代「国文学」の肖像 / 安藤宏, 鈴
木健一, 高田祐彦編 ; 第3巻).
窪田空穂 : 「評釈」の可能性 / 田渕句美子著. -- 岩波書店, 2021.6. -- (近代「国文学」の肖像 / 安藤
宏, 鈴木健一, 高田祐彦編 ; 第4巻).
高木市之助 : 文藝論の探求 / 高田祐彦著. -- 岩波書店, 2021.4. -- (近代「国文学」の肖像 / 安藤宏,
鈴木健一, 高田祐彦編 ; 第5巻).

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

910.26//KI42//4358//西
田蔵書
910.26//KI42//4359//西
田蔵書
910.26//KI42//4360//西
田蔵書
910.26//KI42//4361//西
田蔵書

生命は : 吉野弘詩集 / 吉野弘著. -- リベラル社.

3F開架新体系

911.56//Y92//4620

M/Tと森のフシギの物語 / 大江健三郎作. -- 岩波書店, 2014.9. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-197-2).

3F文庫版

913.6//O18//4715

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4602

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4603

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4604

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4605

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4606

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4607

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4608

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4609

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4610

銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 ; 1:黎明篇 - 10:落日篇. -- 東京創元社, 2007-2008. -- (創元SF文庫).

3F文庫版

913.6//TA84//4611

星を砕く者 / 田中芳樹著. -- 東京創元社, 2008.10. -- (創元SF文庫 . 銀河英雄伝説外伝 ; 1).

3F文庫版

913.6//TA84//4612

3F文庫版

913.6//TA84//4613

3F文庫版

913.6//TA84//4614

3F文庫版

913.6//TA84//4615

黄金の翼 / 田中芳樹著. -- 東京創元社, 2009.6. -- (創元SF文庫 . 銀河英雄伝説外伝 ; 5).

3F文庫版

913.6//TA84//4616

ボニン浄土 / 宇佐美まこと著. -- 小学館, 2020.6.

3F開架新体系

913.6//U92//4588

うらおもて人生録 / 色川武大著. -- 35刷改版. -- 新潮社, 2014.7. -- (新潮文庫 ; い-21-2).

3F文庫版

914.6//I66//4594

詩人たちの歳月 : 漢詩エッセイ / 本間洋一著. -- 和泉書院, 2021.10.

3F開架新体系

919.3//H83//4599

中国のアウトサイダー / 井波律子著. -- 筑摩書房, 1993.4.

3F開架新体系

920.2//I53//1081

大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした / クルベウ著 ; 藤田麗子訳. -- ダイヤモンド社, 2021.4.

3F開架新体系

929.14//KU79//4589

3F開架新体系

946.7//F44//2100

3F文庫版

991//SO53//4618

3F開架新体系

L740.253//C95//4622

B2中央N

N404//M11//1

B2中央N

N420.28//S16//1A

ユリアンのイゼルローン日記 / 田中芳樹著. -- 東京創元社, 2008.12. -- (創元SF文庫 . 銀河英雄伝説
外伝 ; 2).
千億の星、千億の光 / 田中芳樹著. -- 東京創元社, 2009.2. -- (創元SF文庫 . 銀河英雄伝説外伝 ; 3).
螺旋迷宮(スパイラル・ラビリンス) / 田中芳樹著. -- 東京創元社, 2009.4. -- (創元SF文庫 . 銀河英雄
伝説外伝 ; 4).

夜と霧 : ドイツ強制収容所の体験記録 / ヴィクトール・E.フランクル著 ; 霜山徳爾訳 ; : 新装版. -みすず書房, 1985.1.
コロノスのオイディプス / ソポクレス [著] ; 高津春繁訳. -- 岩波書店, 1973.4. -- (岩波文庫 ; 赤
(32)-105-3, 7518).
Bill Cunningham on the street : five decades of iconic photography / photography edited by
Tiina Loite. -- Clarkson Potter, c2019.
Powers of ten : 宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅 / フィリップ・モリソン [ほか] 共編著 ;
村上陽一郎, 村上公子訳. -- 日経サイエンス, 1983.10.
X線からクォークまで : 20世紀の物理学者たち / エミリオ・セグレ [著] ; 久保亮五, 矢崎裕二訳. -みすず書房, 1982.12.

精神と物質 : 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか / 立花隆, 利根川進著. -- 文藝春秋, 1990.7. B2中央N

N464//T14//1

英語再入門 : 読む・書く・聞く・話す / 柴田徹士, 藤井治彦対談. -- 南雲堂, 1985.5.

N830.7//S7//1

B2中央N

