展示期間：2019年1月17日-

２F企画展示

書名等
ドーナツを穴だけ残して食べる方法 : 越境する学問-穴からのぞく大学講
義 / 大阪大学ショセキカプロジェクト編. -- 大阪大学出版会, 2014.2.
リサーチの技法 / ウェイン・C.ブース [ほか] 著 ; 川又政治訳. -- ソシム,
2018.7.
ネットリンチで人生を壊された人たち : ルポ / ジョン・ロンソン著 ; 夏
目大訳. -- 光文社, 2017.2. -- (光文社新書 ; 869).
オランダ公共図書館の挑戦 : サービスを有料にするのはなぜか? / 吉田
右子著. -- 新評論, 2018.9.
学術書の編集者 / 橘宗吾著. -- 慶応義塾大学出版会, 2016.7.
博物館と観光 : 社会資源としての博物館論 / 青木豊 [ほか] 編著. -- 雄山
閣, 2018.9.
戦場記者 : 「危険地取材」サバイバル秘話 / 石合力著. -- 朝日新聞出版,
2015.12. -- (朝日新書 ; 544).
子どもの難問 : 哲学者の先生、教えてください! / 野矢茂樹編著. -- 中央
公論新社, 2013.11.
世界の終焉 : 今ここにいることの論理 / ジョン・レスリー著 ; 松浦俊輔
訳. -- 青土社, 1998.6.
自由という牢獄 : 責任・公共性・資本主義 / 大澤真幸著. -- 岩波書店,
2015.2.
ケルトの想像力 : 歴史・神話・芸術 / 鶴岡真弓著. -- 青土社, 2018.3.
フィールドワークのススメ : アジア観光・文化の旅 / 秋山秀一著. -- 学
文社, 2010.4.
権利の哲学入門 / 田上孝一編著. -- 社会評論社, 2017.2.
ヘイト・クライムと植民地主義 : 反差別と自己決定権のために / 木村朗,
前田朗共編 ; 前田朗 [ほか] 執筆. -- 三一書房, 2018.2.
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配架場所

請求記号

3F開架新体系

002//O73//7229

3F開架新体系

002.7//B64//8610

4F新書版

007.3//R66//6990

3F開架新体系

016.2359//Y86//0436

3F開架新体系

021.4//TA13//3087

3F開架新体系

069//A53//0184

4F新書版

070.16//I71//8777

3F開架新体系

104//N97//5951

3F開架新体系

116//L56//6366

3F開架新体系

151.2//O74//1339

3F開架新体系

230.3//TS86//5843

3F開架新体系

292.09//A38//1147

4F開架新体系

316.1//TA17//7644

4F開架新体系

316.81//KI39//5722

書名等

配架場所

請求記号

4F開架新体系

318.7//B12//2460

4F開架新体系

319//SH42//0910

誰のために法は生まれた / 木庭顕著. -- 朝日出版社, 2018.7.

4F開架新体系

320.4//KO11//9548

タテマエ・ホンネ論で法を読む / 柴田光蔵著. -- 現代人文社.

4F開架新体系

320.4//SH18//1045

4F開架新体系

321//W46//7432

4F開架新体系

323.9//O77//3697

4F開架新体系

333.09//Y51//9396

4F開架新体系

333.6//C93//3828

4F開架新体系

335.8//Y98//8854

2F学生選書

338.15//E48//7218

4F開架新体系

361.5//N71//2272

4F開架新体系

367.9//B77//0468

4F開架新体系

369.38//TA73//9455

4F開架新体系

371.31//U94//9964

4F新書版

372.1//U14//3960

4F開架新体系

383.81//N46//9693

4F開架新体系

383.82//TA47//2708

4F開架新体系

384.38//L96//1630

4F開架新体系

389//O56//6426

3F開架新体系

404//J26//4971

3F開架新体系

481.7//F41//1778

Public design : 新しい公共空間のつくりかた / 馬場正尊, OpenA編著 ;
木下斉 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2015.4.
高校チュータイ外交官のイチからわかる!国際情勢 / 島根玲子著. -- 扶桑
社, 2018.8.

法学ナビ : 16の物語から考える / 渡邊博己, 右近潤一著. -- 北大路書房,
2018.5.
行政法ガール / 大島義則著. -- 法律文化社, 2014.7.
エコノリーガル・スタディーズのすすめ : 社会を見通す法学と経済学の
複眼思考 / 柳川隆, 高橋裕, 大内伸哉編. -- 有斐閣, 2014.3.
格差の世界地図 / Ben Crow, Suresh K.Lodha [著] ; 岸上伸啓訳. -- 丸善
出版, 2012.5.
ソーシャル・ビジネス革命 : 世界の課題を解決する新たな経済システム
/ ムハマド・ユヌス著 ; 千葉敏生訳. -- 早川書房, 2010.12.
敗者のゲーム / チャールズ・エリス著 ; 鹿毛雄二訳. -- 日本経済新聞出
版社, 2015.1.
「美少女」の記号論 : アンリアルな存在のリアリティ / 日本記号学会編.
-- 新曜社, 2017.8. -- (叢書セミオトポス ; 12).
カミングアウト : LGBTの社員とその同僚に贈るメッセージ / ジョン・
ブラウン著 ; 松本裕訳. -- 英治出版, 2018.9.
世界の難民をたすける30の方法 / 滝澤三郎編著. -- 合同出版, 2018.5.
地域×学校×退職者×大学生×…=∞(ムゲンダイ) : 地域学校協働活動
参加のすすめ / 潮田邦夫, 中野綾香編著. -- 学事出版, 2018.6.
教育という病 : 子どもと先生を苦しめる「教育リスク」 / 内田良著. -光文社, 2015.6. -- (光文社新書 ; 760).
肉食の社会史 / 中澤克昭著. -- 山川出版社, 2018.8.
謎のアジア納豆 : そして帰ってきた「日本納豆」 / 高野秀行著. -- 新潮
社, 2016.4.
西洋職人図集 : 17世紀オランダの日常生活 / ヤン・ライケン [著] ; 小林
頼子訳著 ; 池田みゆき訳. -- 八坂書房, 2001.8.
Lexicon : 現代人類学 / 奥野克巳, 石倉敏明編. -- 以文社, 2018.2.
法廷に立つ科学 : 「法と科学」入門 / シーラ・ジャサノフ著. -- 勁草書
房, 2015.7.
動物になって生きてみた / チャールズ・フォスター著 ; 西田美緒子訳. - 河出書房新社, 2017.8.
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書名等

配架場所

請求記号

3F開架新体系

491.185//ST4//7091

3F開架新体系

493.72//A62//5012

3F開架新体系

493.76//H59//9760

3F開架新体系

493.79//MO51//4623

4F新書版

498.94//I96//7161

3F開架新体系

518.8//KI64//8942

3F開架新体系

518.8//N81//9400

3F開架新体系

519.12//O88//9585

3F開架新体系

520.2//W73//9838

2F学生選書

521//ST9//6985

3F開架新体系

523.1361//KU52//2325

生きた建築大阪 / 橋爪紳也 [ほか] 著 ; [1]-- 140B, 2015.10-.

3F開架新体系

523.163//H38//5982

生きた建築大阪 / 橋爪紳也 [ほか] 著 ; 2. -- 140B, 2015.10-.

3F開架新体系

523.163//H38//0037

7F新体系

547.067//D57//0047

3F開架新体系

547.067//I44//2772

3F開架新体系

559.7//O17//3735

4F開架新体系

606.91//KU59//0213

4F開架新体系

673.78//KR5//6535

4F開架新体系

673.78//Y78//3764

4F開架新体系

673.98//Y39//1924

4F開架新体系

689.4//TO97//2298

毛の人類史 : なぜ人には毛が必要なのか / カート・ステン著 ; 藤井美佐
子訳. -- 太田出版, 2017.2. -- (ヒストリカル・スタディーズ ; 18).
生きていく絵 : アートが人を「癒す」とき / 荒井裕樹著. -- 亜紀書房,
2013.9.
私たちは生きづらさを抱えている : 発達障害じゃない人に伝えたい当事
者の本音 / 姫野桂著. -- イースト・プレス, 2018.8.
その島のひとたちは、ひとの話をきかない : 精神科医、「自殺希少地
域」を行く / 森川すいめい著. -- 青土社, 2016.7.
死体は今日も泣いている : 日本の「死因」はウソだらけ / 岩瀬博太郎
著. -- 光文社, 2014.12. -- (光文社新書 ; 730).
「空間」を「場所」に変えるまち育て : まちの創造的編集とは / 北原啓
司著. -- 萌文社, 2018.4. -- (住総研住まい読本).
PUBLIC PRODUCE : 「公共的空間」をつくる7つの事例 / 西田司 [ほ
か] 編著. -- ユウブックス, 2018.8.
18歳からはじめる環境法 / 大塚直編. -- 第2版. -- 法律文化社, 2018.7. - (From 18).
まぼろしの奇想建築 / フィリップ・ウィルキンソン著 ; 関谷冬華訳. -日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).
名所・旧跡の解剖図鑑 : 見かたを知れば旅はもっと楽しくなる / スタジ
オワーク著. -- エクスナレッジ, 2014.11.
東京モダン建築さんぽ / 倉方俊輔著 ; 下村しのぶ写真. -- エクスナレッ
ジ, 2017.9.

最強の未公開企業ファーウェイ : 冬は必ずやってくる / 田濤, 呉春波著 ;
内村和雄監訳. -- 東洋経済新報社, 2015.2.
ファーウェイの技術と経営 / 今道幸夫著. -- 白桃書房, 2017.10.
届かなかった手紙 : 原爆開発「マンハッタン計画」科学者たちの叫び /
大平一枝著. -- KADOKAWA, 2017.10.
幻の万博 : 紀元二千六百年をめぐる博覧会のポリティクス / 暮沢剛巳
[ほか] 著. -- 青弓社, 2018.9.
イケアとスウェーデン : 福祉国家イメージの文化史 / サーラ・クリス
トッフェション [著] ; 太田美幸訳. -- 新評論, 2015.10.
ユニクロ潜入一年 / 横田増生著. -- 文藝春秋, 2017.10.
つながるカフェ : コミュニティの<場>をつくる方法 / 山納洋著. -- 学芸
出版社, 2016.6.
観光立国論 : 交通政策から見た観光大国への論点 / 戸崎肇著. -- 現代書
館, 2017.8.
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書名等

配架場所

請求記号

2F学生選書

689.8//A12//7193

4F開架新体系

689.8//TO25//1914

3F開架新体系

702.07//G72//7182

3F開架新体系

709//O71//5031

映画・文学・アメリカン / 志村正雄著. -- 松柏社, 2015.5.

3F開架新体系

778.253//SH56//3545

上方落語史観 / 高島幸次著. -- 140B, 2018.1.

3F開架新体系

779.13//TA54//8211

3F開架新体系

801.03//G88//0167

お客様の気持ちを読みとく仕事コンシェルジュ : ホスピタリティのプロ
を目指すあなたへ / 阿部佳著. -- 秀和システム, 2015.8.
旅館経営への複合的アプローチ / 東北学院大学経営学部おもてなし研究
チーム著. -- 創成社, 2012.11. -- (おもてなしの経営学 ; 理論編).
アート戦略/コンテンポラリーアート虎の巻 / 後藤繁雄著. -- 光村推古
書院, 2018.4.
創造的地域づくりと文化 : 経済成長と社会的結束のための文化活動 / 経
済協力開発機構(OECD)編著 ; 寺尾仁訳. -- 明石書店, 2014.9.

バイリンガルの世界へようこそ : 複数の言語を話すということ / フラン
ソワ・グロジャン著 ; 石丸久美子, 大山万容, 杉山香織訳. -- 勁草書房,
2018.9.
寝るまえ5分の外国語 : 語学書書評集 / 黒田龍之助著. -- 白水社, 2016.9. 3F開架新体系

807//KU72//4618

日本語教師になりたいあなたへ / 佐々木瑞枝著. -- 小学館, 2012.6.

2F就職応援

810.7//SA75//7006

日本語で外国人と話す技術 / 高嶋幸太著. -- くろしお出版, 2018.6.

3F開架新体系

817.8//TA54//9883

5F英語学習

830.7//SH28//9863

5F英語学習

830.79//U32//6984

3F開架新体系

901//O92//1785

3F開架新体系

901.4//SA75//0256

今を生きる人のための世界文学案内 / 都甲幸治著. -- 立東舎.

3F開架新体系

902.3//TO34//2819

21世紀の世界文学30冊を読む / 都甲幸治著. -- 新潮社, 2012.5.

3F開架新体系

902.3//TO34//5275

3F開架新体系

904//N99//7822

3F開架新体系

904//Y86//9573

3F文庫版

913.6//TA83//0601

3F開架新体系

930.278//F67//9720

英語多読 : すべての悩みは量が解決する! / 繁村一義, 酒井邦秀著. -- ア
ルク, 2018.7.
TOEFL iBT testスピーキング+ライティング完全攻略 / 植田一三編著 ;
上田敏子, 田岡千明, 小谷延良著. -- 明日香出版社, 2015.2. -- (Asuka
business & language books)(CD BOOK).
日本の文学理論 : アンソロジー / 大浦康介編. -- 水声社, 2017.6.
再起動する批評 : ゲンロン批評再生塾第一期全記録 / 佐々木敦, 東浩紀
編著. -- 朝日新聞出版, 2017.4.

つまり、読書は冒険だ。 / 沼野充義編著. -- 光文社, 2017.3. -- (対話で
学ぶ「世界文学」連続講義 ; 5).
エピソディカルな構造 : 〈小説〉的マニエリスムとヒューモアの概念 /
吉田朋正著. -- 彩流社, 2018.8.
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).
フィッツジェラルドと短編小説 / 藤谷聖和著. -- 彩流社, 2016.2. -- (龍
谷叢書 ; 36).
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