２F企画展示

本で市大に出会う

展示期間：2019年4月3日-5月9日

―大学生活に役立つ本―

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!!
2019年度最初の学情センター2F企画展示は、「市大での大学生活に役立つ本」がテーマです。
大学生としての心がまえやマナー、知性の磨き方、知っておきたい知識、じっくり読みたい名著等に加え、
市大の歴史および市大にゆかりがある方々の著作や関連書も展示します。
また、学情センター内の各コーナーの案内図を本とともに掲示します。
この4月から大学生活を始めた新入生にも、気持ちも新たに新年度を迎えた在校生にも、
お薦めの展示ですので、この機会にたくさん読んで、今後の大学生活のあらゆる場面で役立ててください。

●知性の磨き方・学び方
書名等
配架場所
図書館徹底活用術 : ネットではできない!信頼される「調べる力」が身につく / 寺尾隆監修.
3F開架新体系
-- 洋泉社, 2017.2.
大学生のための速読法 : 読むことのつらさから解放される / 松崎久純著. -- 慶応義塾
3F開架新体系
大学出版会, 2017.3.

請求記号

大学生のための知性を磨く哲学と論理40問 / 千代島雅著. -- 晃洋書房, 2018.3.

3F開架新体系

104//C49//6616

こうやって、考える。 / 外山滋比古著. -- PHP研究所, 2017.9.

2F学生選書

141.5//TO79//3868

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう / 山中伸弥 [ほか] 著 ; 続. -- 文藝春秋,
2017.2-2018.2. -- (文春新書 ; 1118, 1158).

4F新書版

159.7//Y34//6337

知性の磨き方・学び方 / 齋藤孝著. -- SBクリエイティブ, 2017.1. -- (SB新書 ; 374).

4F新書版

159//SA25//6179

理系に学ぶ。 / 川村元気著 ; 養老孟司[ほか述]. -- ダイヤモンド社, 2016.4.

2F就職応援

281.04//KA95//1704

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. -- 4訂版. -世界思想社, 2018.1.

4F開架新体系

377.15//SE22//5710

理系大学生活ハンドブック / 原田淳著. -- 化学同人, 2017.1.

4F開架新体系

377.9//H32//7315

4F開架新体系

377.9//I78//9410

4F開架新体系

377.9//U34//0848

3F開架新体系

816//A12//3522

4F新書版

816//U47//3091

3F開架新体系

816//Y31//7661

4F新書版

914.6//TO79//8234

配架場所

請求記号

学ぶ力のトレーニング : 未来のあなたがつくる今の自分 / 石村康生, 角田博明著. -- 東
海大学出版部, 2017.4.
大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・キャリア形成 / 植上一希, 寺崎里水, 藤野真
著. -- 大月書店, 2014.4. -- (シリーズ 大学生の学びをつくる).
文章力の基本 : 簡単だけど、だれも教えてくれない77のテクニック / 阿部紘久著. -- 日
本実業出版社, 2009.8.
これなら書ける!大人の文章講座 / 上阪徹著. -- 筑摩書房, 2019.2. -- (ちくま新書 ;
1390).
大学一年生の文章作法 / 山本幸司著. -- 岩波書店, 2014.12. -- (岩波テキストブックス ;
α).
知的生活習慣 / 外山滋比古著. -- 筑摩書房, 2015.1. -- (ちくま新書 ; 1104).

015//TO72//7147
019.13//MA92//8358

●キャリアデザイン
書名等

生き抜く力を身につける / 大澤真幸 [ほか] 著 ; 桐光学園, ちくまプリマー新書編集部編.
4F新書版
-- 筑摩書房, 2015.5. -- (ちくまプリマー新書 ; 230 . 中学生からの大学講義 ; 5).
やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける / アンジェラ・ダッ
3F開架新体系
クワース著 ; 神崎朗子訳. -- ダイヤモンド社, 2016.9.
君たちに伝えたい3つのこと : 仕事と人生について科学者からのメッセージ / 中山敬一
3F開架新体系
著. -- ダイヤモンド社, 2010.7.
18歳から考えるワークルール / 道幸哲也, 加藤智章, 國武英生編. -- 第2版. -- 法律文
2F就職応援
化社, 2018.1. -- (From 18).

159.5//O74//2685
159//D93//4585
159//N45//6927
366.14//D83//5693

大学生のためのキャリアデザイン入門 / 岩上真珠, 大槻奈巳編. -- 有斐閣, 2014.6.

4F開架新体系

377.9//I93//2540

大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング / 唐沢明著. -- 丸善出版, 2017.4.

2F就職応援

377.9//KA62//3056

学生時代にキャリア力を身につけよう / 近藤仁著. -- 日本経済評論社, 2018.1. -- (21世
2F就職応援
紀南山の経済学 ; 8).
インターンシップ入門 : 就活力・仕事力を身につける / 折戸晴雄, 服部治, 横山皓一編. 4F開架新体系
- 玉川大学出版部, 2015.3.
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377.9//KO73//6723
377.9//O71//1961

書名等
大学生のためのキャリアガイドブック / 寿山泰二 [ほか] 著. -- Ver. 2. -- 北大路書房,
2016.2.

配架場所

請求記号

2F就職応援

377.9//SU89//9760

未来を拓くキャリア・デザイン講座 / 山崎京子, 平林正樹著. -- 中央経済社.

2F就職応援

377.9//Y48//9702

●知っておきたい知識
書名等
配架場所
二十歳までに考えておきたい12のこと : 現代人の暮らしといのち / 近藤卓編著 ; 米田朝
3F開架新体系
香, 弓田千春著. -- 大修館書店, 2012.9.

請求記号

10代に語る平成史 / 後藤謙次著. -- 岩波書店, 2018.7. -- (岩波ジュニア新書 ; 878).

4F新書版

210.77//G72//9776

大学生のための交渉術入門 / 野沢聡子著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.12.

4F開架新体系

361.3//N98//4652

4F開架新体系

367.9//H38//1016

4F新書版

367.9//MO73//7505

4F開架新体系

371//U34//0115

4F開架新体系

373.4//SH18//5509

4F開架新体系

377.9//F74//5275

4F開架新体系

377.9//KI22//2393

4F開架新体系

377.9//MA81//3198

4F開架新体系

377.9//SA47//1017

4F開架新体系

377.9//TA35//6991

ハタチまでに知っておきたい性のこと / 橋本紀子, 田代美江子, 関口久志編. -- 大月書
店, 2014.4. -- (シリーズ 大学生の学びをつくる).
LGBTを読みとく : クィア・スタディーズ入門 / 森山至貴著. -- 筑摩書房, 2017.3. -- (ちく
ま新書 ; 1242).
わかる・役立つ教育学入門 / 植上一希, 寺崎里水編. -- 大月書店, 2018.9. -- (シリーズ
大学生の学びをつくる).
奨学金借りるとき返すときに読む本 / 柴田武男, 鴨田譲編 ; 埼玉奨学金問題ネットワー
ク著. -- 弘文堂, 2018.1.
大学生のこころのケア・ガイドブック : 精神科と学生相談からの17章 / 福田真也著. -- 新
版. -- 金剛出版, 2017.12.
大学生のリスク・マネジメント / 吉川肇子, 杉浦淳吉, 西田公昭編. -- ナカニシヤ出版,
2013.10.
大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りたい人へ / 松本俊彦
編. -- 大月書店, 2016.7. -- (シリーズ大学生の学びをつくる).
大学のカルト対策 / 櫻井義秀, 大畑昇編著. -- 北海道大学出版会, 2012.12. -- (カルト
問題のフロンティア ; 1).
学生相談と発達障害 / 高石恭子, 岩田淳子編著. -- 学苑社, 2012.5.

大学生の発達障害 : 不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる / 佐々木正美, 梅永雄
4F開架新体系
二監修. -- 講談社, 2010.2. -- (こころライブラリー : イラスト版).
ひとり暮らしの教科書 / 森眞奈美 [ほか] 監修 ; [高村あゆみ, 小林美佐緒絵]. -- マイナ
2F学生選書
ビ, 2014.3.

159.7//KO73//8485

378//D16//0365
590//H77//1111

●身につけたい教養
書名等
一日一文 : 英知のことば / 木田元編. -- 岩波書店, 2018.12. -- (岩波文庫 ; 別冊24, 35024-1).
人生を面白くする本物の教養 / 出口治明著. -- 幻冬舎, 2015.9. -- (幻冬舎新書 ; 391,
[て-3-1]).
これからの教養 : 激変する世界を生き抜くための知の11講 / 菅付雅信 [編著], 東浩紀
[ほか] 著. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2018.3.

配架場所

請求記号

3F文庫版

159.8//KI12//1744

4F新書版

159//D53//5052

4F開架新体系

304//SU26//6461

大学生の品格 : プリンストン流の教養24の指針 / 岡部光明著. -- 日本評論社, 2013.11. 4F開架新体系

377.9//O37//4452

世界に通じるマナーとコミュニケーション : つながる心、英語は翼 / 横手尚子, 横山カズ
5F英語学習
著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波ジュニア新書 ; 857).
統計学への招待 : 大学生・社会人に必要な知識 / 三品勉編著 ; 岡田穣, 奥喜正, 芦田信
3F開架新体系
之著. -- 税務経理協会, 2018.5.
18歳からはじめる環境法 / 大塚直編. -- 法律文化社, 2013.4. -- (From 18).

3F開架新体系

名画の読み方 : 世界のビジネスエリートが身につける教養 / 木村泰司著. -- ダイヤモン
2F学生選書
ド社, 2018.10.
敬語だけじゃない敬語表現 : 心づかいと思いやりを伝える「丁寧さ」 / 蒲谷宏著. -- 大修
3F開架新体系
館書店, 2015.12.
敬語マスター : まずはこれだけ三つの基本 / 蒲谷宏著. -- 大修館書店, 2014.3.

385.9//Y78//1147
417//MI53//7747
519.12//O88//6224
723.3//KI39//1051
815.8//KA11//8222

3F開架新体系

815.8//KA11//8349

書名等

配架場所

請求記号

18歳の著作権入門 / 福井健策著. -- 筑摩書房, 2015.1. -- (ちくまプリマー新書 ; 225).

4F新書版

021.2//F76//8232

正しいコピペのすすめ : 模倣、創造、著作権と私たち / 宮武久佳著. -- 岩波書店,
2017.3. -- (岩波ジュニア新書 ; 849).

4F新書版

021.2//MI85//7558

地方選挙と政治 / 池田美智代編. -- 志學社, 2018.7. -- (講座臨床政治学 ; 第8巻).

7F新体系

311.08//KO98//0302

●政治・法律・選挙
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書名等
18歳からの民主主義 / 岩波新書編集部編. -- 岩波書店, 2016.4. -- (岩波新書 ; 新赤版
1599).
18歳から考える日本の政治 / 五十嵐仁著. -- 第2版. -- 法律文化社, 2014.8. -- (From
18).
日本のネット選挙 : 黎明期から18歳選挙権時代まで / 岡本哲和著. -- 法律文化社,
2017.8.
18歳選挙権で政治はどう変わるか : データから予測する投票行動 / 飯田泰士著. -- 昭
和堂, 2016.1.
大学生が知っておきたい生活のなかの法律 / 細川幸一著. -- 慶応義塾大学出版会,
2016.4.
学生のための法律ハンドブック : 弁護士は君たちの生活を見守っている! / 近江幸治, 弘
中惇一郎編著. -- 成文堂, 2018.3.

配架場所

請求記号

4F新書版

311.7//I95//0510

4F開架新体系

312.1//I23//4755

4F開架新体系

314.8//O42//1811

4F開架新体系

314.82//I26//9534

4F開架新体系

320//H94//0519

4F開架新体系

320//O62//9043

新入生のためのリーガル・トピック50 / 阿部昌樹, 和田仁孝編. -- 法律文化社, 2016.3.

4F開架新体系

321.3//A12//0291

大学生のための法学 : キャンパスライフで学ぶ法律入門 / 長沼建一郎著. -- 法律文化
4F開架新体系
社, 2018.12.

321//N16//2090

18歳からはじめる憲法 / 水島朝穂著. -- 第2版. -- 法律文化社, 2016.5. -- (From 18).

4F開架新体系

323.14//MI96//1757

18歳から考える家族と法 / 二宮周平著. -- 法律文化社, 2018.10. -- (From 18).

4F開架新体系

324.6//N76//0837

大学生が知っておきたい消費生活と法律 / 細川幸一著. -- 慶應義塾大学出版会,
2018.10.

4F開架新体系

365//H94//0036

書名等

配架場所

請求記号

危機の現場に立つ / 中満泉著. -- 講談社, 2017.7.

2F学生選書

329.33//N35//3927

2F学生選書

333.8//KO51//1246

4F開架新体系

361.5//TA29//6689

4F開架新体系

377.6//KO51//2621

4F開架新体系

377.6//N84//5380

●国際理解

その一歩からすべてが始まる。. -- 国際開発ジャーナル社. -- (国際協力キャリアガイド :
世界を目指す仕事と学びの進路ガイダンス ; 2018-19).
大学生のための異文化・国際理解 : 差異と多様性への誘い / 高城玲編著. -- 丸善出版,
2017.1.
大学生のための1年間留学 : アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド :
challenge now! / ICC国際交流委員会編. -- 2011年. -- 三修社, [2005.12]-.
留学を決めたあなたへ : 人種主義体験とそのコーピング / 西牟田祐美子著. -- 学文社,
2012.1.

●ネット活用
書名等
配架場所
その「つぶやき」は犯罪です : 知らないとマズいネットの法律知識 / 神田芳明 [ほか] 著.
4F新書版
-- 新潮社, 2014.5. -- (新潮新書 ; 572).

請求記号

ソーシャルメディアの罠 / 宮田穣著. -- 彩流社, 2015.6. -- (フィギュール彩 ; 30).

3F開架新体系

007.3//MI84//3816

サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル / 清水陽平著. -- 第2版. -- 弘文堂, 2016.12.

3F開架新体系

007.3//SH49//6763

4F新書版

007.3//TS52//5799

3F開架新体系

007.35//TA33//8376

4F新書版

070//I23//3093

5F英語学習

836//B71//2480

書名等

配架場所

請求記号

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

4F開架新体系

369.3//MA29//2485

4F開架新体系

369.3//Y31//6663

4F開架新体系

371.31//U94//9964

2F就職応援

377.9//D83//6669

その情報、本当ですか? : ネット時代のニュースの読み解き方 / 塚田祐之著. -- 岩波書
店, 2018.2. -- (岩波ジュニア新書 ; 866).
学生のためのSNS活用の技術 / 高橋大洋, 吉田政弘著 ; 佐山公一編著. -- 第2版. -講談社, 2018.2.
その情報はどこから? : ネット時代の情報選別力 / 猪谷千香著. -- 筑摩書房, 2019.2. -(ちくまプリマー新書 ; 320).
Instagram×English : 英語でインスタ! / ミカエラ・ブレスウェート著. -- ジャパンタイムズ,
2018.10.

007.3//KA51//3323

●生活・暮らし・課外活動

自衛隊防災Book : 自衛隊Official life hack channel / マガジンハウス編集. -- マガジンハ
ウス, 2018.8.
災害ボランティア入門 : 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク / 山本克彦編著. -- ミネル
ヴァ書房, 2018.4.
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.
学生のためのワークルール入門 : アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルにならな
いために / 道幸哲也, 淺野高宏, 職場の権利教育ネットワーク編著 ; 上田絵理 [ほか]
著. -- 旬報社, 2018.3.
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書名等
大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A / 石田眞, 浅倉むつ子, 上西充子著. -- 旬
報社, 2017.3.
大学生が狙われる50の危険 / 三菱総合研究所, 全国大学生活協同組合連合会, 全国大
学生協共済生活協同組合連合会著. -- 最新情報版. -- 青春出版社, 2017.2. -- (青春新
書PLAY BOOKS ; P-1079).
大学生活マネジメント・ブック / 旺文社編. -- 旺文社, [2015.4]. -- (大学生活+2 (ジュウジ
ツ) 選書).

配架場所

請求記号

2F就職応援

377.9//I72//8804

4F新書版

377.9//MI63//6808

4F開架新体系

377.9//O14//3132

ブラックバイトに騙されるな! / 大内裕和著. -- 集英社クリエイティブ.

4F開架新体系

377.9//O91//3127

大学新入生ハンドブック : 大学生活これだけは知っておきたい! / 世界思想社編集部編.
4F開架新体系
-- 世界思想社, 2014.11.
大学1年生の歩き方 : 先輩たちが教える転ばぬ先の12のステップ / トミヤマユキコ, 清田
4F開架新体系
隆之著. -- 左右社, 2017.4.
大学生の友人関係論 : 友だちづくりのヒント / 吉岡和子, 高橋紀子編. -- ナカニシヤ出
4F開架新体系
版, 2010.3.

377.9//SE22//6958
377.9//TO59//8660
377.9//Y92//3228

大学生のスポーツと健康生活 / 福岡大学スポーツ科学部編. -- 大修館書店, 2017.3.

3F開架新体系

780.1//F82//8203

世界をもてなす語学ボランティア入門 / イーオン著. -- 朝日出版社, 2017.5.

5F英語学習

801.7//I61//0605

書名等
英文社説で読む平成 : ジャパンタイムズ1989-2019 / ジャパンタイムズ編. -- ジャパンタ
イムズ, 2018.12.
同時通訳者のカバンの中 : ツールを使いこなせば英語力3割アップ! / 関谷英里子著. -祥伝社, 2018.5.
公式TOEIC Listening & Reading問題集 / Educational Testing Service著 ; 4. -- 国際ビジ
ネスコミュニケーション協会, 2016.10-.
TOEFL iBTテストはじめてゼミ : ライティングの教科書 / 飯島哲也, Jessica King著. -ジャパンタイムズ, 2015.7.
TOEIC listening and readingテストおまかせ730点! / 石井洋佑著 ; 英語出版編集部編集.
-- アルク, 2016.11.

配架場所

請求記号

5F英語学習

304//J24//2436

5F英語学習

830.7//SE43//7587

5F英語学習

830.79//E24//0033

5F英語学習

830.79//I29//6995

5F英語学習

830.79//I75//5963

TOEIC L&Rテスト究極のゼミ / 西嶋愉一, ヒロ前田共著 ; Part5&6. -- アルク, 2017.1-.

5F英語学習

830.79//N82//9266

TOEIC L&Rテスト究極のゼミ / 西嶋愉一, ヒロ前田共著 ; Part7. -- アルク, 2017.1-.

5F英語学習

830.79//N82//9686

●英語学習

3ヶ月で英語耳を作るシャドーイング : TOEICリスニング満点コーチが教える / 谷口恵子
5F英語学習
著. -- プチ・レトル, 2017.2.
なんでやねんを英語で言えますか? : Let's speak in Kansai dialect ! : 知らんとヤバいめっ
ちゃ使う50のフレーズ+α / 川合亮平著 ; こいけぐらんじ漫画・イラスト. -- KADOKAWA, 5F英語学習
2017.1.
英会話 : 初めの一歩から実用まで / 篠田義明著. -- 南雲堂, 2017.6.
英語でガイドする関西の観光名所10選 : MP3CD付き / 植田一三編著 ; 上田敏子, 小室
葉子, Michy里中著. -- 語研, 2017.4.
英語で読む百人一首 / ピーター・J.マクミラン英訳. -- 文芸春秋, 2017.4. -- (文春文庫 ;
編4-5).
Hachiko : Japan's most faithful dog / Nicole Irving. -- Oxford University Press, c2018. -(Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; True stories ; stage 1).
Who is J.K. Rowling? / by Pam Pollack and Meg Belviso ; illustrated by Stephen
Marchesi. -- Grosset & Dunlap, c2012. -- (Who was--?).
The jungle book / Rudyard Kipling ; retold by Ralph Mowat ; illustrated by Kanako
Damerum and Yuzuru Takasaki. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford
University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ;
Classics ; stage 2).
The devil wears Prada / Lauren Weisberger. -- Mary Glasgow Magazines (Scholastic),
2008. -- (Scholastic reader ; Level 2).
Murder on the Orient Express / Agatha Christie ; abridged by Nina Wegner. -- IBCパブ
リッシング, 2014.12. -- (洋販ラダーシリーズ ; level 4 (2000-word)).
The Barack Obama story / Nina Wegner. -- IBCパブリッシング, 2013. -- (洋販ラダーシ
リーズ ; level 4 (2000-word)).
The little mermaid and other stories / Hans Christian Andersen ; retold by Stuart
Varnam-Atkin ; illustrations by Yukiko Miki. -- 1st ed. -- Kodansha, 2018. -- (Kodansha
English library ; [213]).
Daddy-Long-Legs / by Jean Webster. -- Rev. ed. -- IBCパブリッシング, 2017.4. -- (洋
販ラダーシリーズ ; Level 4(2000-word)).
The adventures of Sherlock Holmes / Sir Arthur Conan Doyle ; edited with notes by
Takao Tomiyama ; illustrations by Sidney Paget. -- Illustrated ed. -- Eikōsha, 1983.
4ページ

831.1//TA87//1614
837.8//KA93//7718

5F英語学習

837.8//SH66//1503

5F英語学習

837.8//U32//1071

5F英語学習

911.147//MA22//8483

5F多読（初級）1

837.7//I67//1621

5F多読（初級）1

837.7//W69//9524

5F多読（初級）2

837.7//KI49//8830

5F多読（初級）2

837.7//W55//8717

5F多読（中級）3

837.7//C58//8455

5F多読（中級）3

837.7//W54//7100

5F多読（中級）4

837.7//A46//1910

5F多読（中級）4

837.7//W52//8535

5F多読（上級）5

837.7//D89//7283

書名等
Rudolf and Ippai Attena / Saito Hiroshi ; translated by Deborah Iwabuchi and Kazuko
Enda ; illustrated by Hanmo Sugiura. -- Kodansha, 2017. -- (Kodansha English library ;
[210]).
Norwegian wood / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin. -- :
pbk. -- Vintage, 2003, c2000.

配架場所

請求記号

5F多読（上級）5

837.7//SA25//1878

5F多読（上級）6

837.7//MU43//5949

Harry Potter and the chamber of secrets / J.K. Rowling. -- : pbk -- Bloomsbury, 1998.

5F多読（上級）6

933.7//R78//7361

書名等

配架場所

請求記号

知的生産の技術 / 梅棹忠夫著. -- 岩波書店, 1969.7. -- (岩波新書 ; 青版 722).

4F新書版

002.7//U73//6080

大人のための世界の名著必読書50 / 木原武一著. -- 海竜社, 2005.7.

3F開架新体系

019.9//KI17//5325

3F文庫版

131.4//A76//7755

3F文庫版

131.4//A76//8440

3F文庫版

131.8//C71//3687

3F文庫版

133.2//H81//8608

3F文庫版

133.2//H81//3080

3F文庫版

133.2//H81//8609

3F文庫版

133.2//H81//8610

3F文庫版

133.4//MI27//1504

3F文庫版

134.2//KA59//1498

3F文庫版

134.6//SC6//6106

3F文庫版

159.5//Y92//4749

3F開架新体系

159//C19//1936

3F開架新体系

159//C19//6396

●じっくり読みたい名著

ニコマコス倫理学 / アリストテレス著 ; 渡辺邦夫, 立花幸司訳 ; 上. -- 光文社, 2015.12. - (光文社古典新訳文庫 ; [KBア2-1, 2]).
ニコマコス倫理学 / アリストテレス著 ; 渡辺邦夫, 立花幸司訳 ; 下. -- 光文社, 2016.1. -(光文社古典新訳文庫 ; [KBア2-1, 2]).
友情について / キケロー著 ; 中務哲郎訳. -- 岩波書店, 2004.4. -- (岩波文庫 ; 青(33)611-3).
リヴァイアサン / ホッブズ著 ; 水田洋訳 ; 1. -- 改訳. -- 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫 ;
白4-1, 白(34)-004-1).
リヴァイアサン / ホッブズ著 ; 水田洋訳 ; 2. -- 改訳. -- 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫 ;
白4-2, 白(34)-004-2).
リヴァイアサン / ホッブズ著 ; 水田洋訳 ; 3. -- 改訳. -- 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫 ;
白4-3, 白(34)-004-3).
リヴァイアサン / ホッブズ著 ; 水田洋訳 ; 4. -- 改訳. -- 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫 ;
白4-4, 白(34)-004-4).
自由論 / ミル著 ; 斉藤悦則訳. -- 光文社, 2012.6. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KBミ12]).
道徳形而上学の基礎づけ / カント著 ; 中山元訳. -- 光文社, 2012.8. -- (光文社古典新
訳文庫 ; [KBカ1-9]).
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 ; [KBシ1-1]).
君たちはどう生きるか / 吉野源三郎著. -- 岩波書店, 1982.11. -- (岩波文庫 ; 青(33)158-1).
デジタル時代の人間関係の原則 / D・カーネギー [著] ; D・カーネギー協会編 ; 片山陽子
訳. -- 創元社, 2012.11. -- (人を動かす ; 2).
人を動かす / D.カーネギー著 ; 東条健一訳. -- 完全版. -- 新潮社, 2016.11.

不平等の再検討 : 潜在能力と自由 / アマルティア・セン [著] ; 池本幸生, 野上裕生, 佐藤
4F開架新体系
仁訳. -- 岩波書店, 1999.7.
危機の二十年 : 國際關係研究序説 / E.H. カー [著] ; 井上茂譯. -- 岩波書店, 1952.1. -4F開架新体系
(岩波現代叢書).
文明の衝突 / サミュエル・ハンチントン著 ; 鈴木主税訳. -- 集英社, 1998.6.

316.1//SE56//4570
319//C22//2788

4F開架新体系

319//H98//0014

3F文庫版

331.74//KE67//0845

3F文庫版

331.74//KE67//2930

科学革命の構造 / トーマス・クーン [著] ; 中山茂訳. -- みすず書房, 1971.3.

3F開架新体系

402//KU22//0886

世界文学あらすじ大事典 / 横山茂雄, 石堂藍監修. -- 1. -- 国書刊行会, 2005.7.

2F参考（一般）

903.3//SE22//5283

雇用, 利子および貨幣の一般理論 / ケインズ著 ; 間宮陽介訳. -- 上,. -- 岩波書店,
2008.1. -- (岩波文庫 ; 白(34)-145-1).
雇用, 利子および貨幣の一般理論 / ケインズ著 ; 間宮陽介訳. --下. -- 岩波書店,
2008.3. -- (岩波文庫 ; 白(34)-145-2).

原文万葉集 / 佐竹昭広 [ほか] 校注 ; 上. -- 岩波書店, 2015.9. -- (岩波文庫 ; 黄(30)3F文庫版
005-6).
原文万葉集 / 佐竹昭広 [ほか] 校注 ; 下. -- 岩波書店, 2016.2. -- (岩波文庫 ; 黄(30)3F文庫版
005-7).
羅生門・蜜柑ほか / 芥川龍之介著. -- 筑摩書房, 2016.12. -- (ちくま文庫 ; [き41-1] . 教
3F文庫版
科書で読む名作).

911.12//SA83//5822
911.12//SA83//9315
913.6//A39//6521

古事記 / 山口佳紀, 神野志隆光校訂・訳. -- 小学館, 2007.7. -- (日本の古典をよむ ; 1). 3F開架新体系

918//N71//5079

ガリバー旅行記 / ジョナサン・スウィフト [著] ; 山田蘭訳. -- 角川書店. -- (角川文庫 ;
16743).

3F文庫版

933.6//SW7//6523

ファウスト / ゲーテ著 ; 池内紀訳. -- 第1部. -- 集英社, 1999.10

3F開架新体系

942.6//G56//2358

ファウスト / ゲーテ著 ; 池内紀訳. -- 第2部. -- 集英社, 2000.1.

3F開架新体系

942.6//G56//6563
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書名等
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.
サラジーヌ : 他三篇 / バルザック作 ; 芳川泰久訳. -- 岩波書店, 2012.9. -- (岩波文庫 ;
赤(32)-530-11).
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 ; 1. -- 光文社, 2006.9. -- (光文
社古典新訳文庫 ; [KAト1-1]).
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 ; 2. -- 光文社, 2006.11. -- (光文
社古典新訳文庫 ; [KAト1-2]
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 ; 3. -- 光文社, -2007.2. -- (光文
社古典新訳文庫 ; [KAト1-3]
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 ; 4. -- 光文社, 2007.7. -- (光文
社古典新訳文庫 ; [KAト1-4]).
カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 ; 5. -- 光文社, 2007.7. -- (光文
社古典新訳文庫 ; [KAト1-5]).

配架場所

請求記号

3F開架新体系

946.7//F44//2100

3F文庫版

953.6//B16//7988

3F文庫版

983//D88//1420

3F文庫版

983//D88//1421

3F文庫版

983//D88//1422

3F文庫版

983//D88//1423

3F文庫版

983//D88//1424

●本を見つける(書評など)
書名等
配架場所
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,
3F開架新体系
2009.3.

請求記号

書評大全 = A collection of book reviews / 共同通信文化部編. -- 三省堂, 2015.4.

019.9//KY2//2215

3F開架新体系

愉快な本と立派な本 / 丸谷才一, 池澤夏樹編. -- 毎日新聞社, 2012.5. -- (毎日新聞「今
3F開架新体系
週の本棚」20年名作選 ; 1992-1997).
怖い本と楽しい本 / 丸谷才一, 池澤夏樹編. -- 毎日新聞社, 2012.9. -- (毎日新聞「今週
3F開架新体系
の本棚」20年名作選 ; 1998-2004).
分厚い本と熱い本 / 丸谷才一, 池澤夏樹編. -- 毎日新聞社, 2012.11. -- (毎日新聞「今
3F開架新体系
週の本棚」20年名作選 ; 2005-2011).
生命の灯となる49冊の本 / 中村桂子著. -- 青土社, 2017.12.

3F開架新体系

世界と闘う「読書術」 : 思想を鍛える一〇〇〇冊 / 佐高信, 佐藤優著. -- 集英社,
4F新書版
2013.11. -- (集英社新書 ; 0715C).
東大教師が新入生にすすめる本 / 東京大学出版会『UP』編集部編 ; 2009-2015. -- 東
3F開架新体系
京大学出版会, 2016.3.
ブックガイド東大教師が新入生にすすめる本 / 東京大学出版会『UP』編集部編. -- 東京
3F開架新体系
大学出版会, 2012.4.
新・18歳の読書論 : 図書館長からのメッセージ / 和田渡著. -- 晃洋書房, 2016.2.

019.9//H73//5876

019.9//MA59//0124
019.9//MA59//0123
019.9//MA59//1270
019.9//N37//4874
019.9//SA83//3763
019.9//TO46//0934
019.9//TO46//2346

3F開架新体系

019//W12//9982

書名等
大阪市立大学の歴史 : 1880年から現在へ / 大阪市立大学大学史資料室編. -- 4刷 (改
訂版). -- 大阪市立大学, 2017.2.
大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 全学編 上巻 - 経済研
究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.
大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 全学編 下巻 経済研究
所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.
大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 部局編 上巻 - 経済研
究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.
大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 部局編 下巻 - 部局編
経済研究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.
大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 部局編 図書館 経済研
究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.

配架場所

請求記号

4F開架新体系

377.28//O73//5941

4F開架新体系

377.28//O73//9281

4F開架新体系

377.28//O73//9282

4F開架新体系

377.28//O73//9283

4F開架新体系

377.28//O73//9284

2F参考（一般）

NP377.2//O1//2-1-3

市大探検 : 40年の歩み / [大阪市立大学探検会編]. -- 大阪市立大学探検会, 1999.7.

7F新体系

377.96//O73//0300

未来を変える大学選び. -- 朝日新聞出版, 2018.11. -- (AERA MOOK . 国公立大学by
AERA ; 2019).

4F開架大型本

L377.21//MI49//0654

＜大阪市立大学関連本＞
●市大の紹介・歩み

●市大にゆかりがある人 (五代友厚, 南部陽一郎, 開高健, 高原慶一朗, 木津川計, 坂根正弘, 山中伸弥)

※敬称略/生年順

書名等

配架場所

請求記号

五代友厚伝 / 宮本又次著. -- 有斐閣, 1981.1.

B3商学部

289.1//M

五代友厚 / 真木洋三著. -- 文芸春秋, 1986.8.

B3生活科学

289.1//M//SHAFUKSEI
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書名等
配架場所
五代友厚 : 富国強兵は「地球上の道理」 / 田付茉莉子著. -- ミネルヴァ書房, 2018.12. 3F開架新体系
- (ミネルヴァ日本評伝選).

請求記号

商都大阪をつくった男五代友厚 / 宮本又郎著. -- NHK出版, 2015.12.

332.163//MI77//8612

4F開架新体系

289//TA94//1569

大阪物語 ; 五代友厚. -- 示人社, 1991.7. -- (直木三十五全集 / [直木三十五著] ; 直木
B2中央N
三十五全集刊行会編纂協力 ; 6).

N918.6//N10//1-6

ほがらかな探究南部陽一郎 / 福井新聞社編. -- 福井新聞社, 2009.5.

429.6//F76//5612

3F開架新体系

素粒子の宴 / 南部陽一郎, H.D.ポリツァー対話 ; 内田美恵, 幾島幸子, 木幡和枝編集・翻
3F開架新体系
訳. -- : 新装版. -- 工作舎, 2008.11.
Nambu : a foreteller of modern physics / editors, T. Eguchi, M.Y. Han ; : pbk. -- New ed.
3F開架新体系
-- World Scientific, c2014. -- (World Scientific series in 20th century physics ; v. 43).
素粒子論の発展 / 南部陽一郎著 ; 江沢洋編. -- 岩波書店, 2009.3.

3F開架新体系

クォーク : 素粒子物理はどこまで進んできたか / 南部陽一郎著. -- 第2版. -- 講談社,
4F新書版
1998.2. -- (ブルーバックス ; B-1205).
大阪市立大学広報 / 大阪市立大学 [編]. -- 創刊号(2007.10.1)-. -- 大阪市立大学.-2011年8月臨時増刊号-. -- 大阪市立大学. 「大阪市立大学特別栄誉教授称号贈呈2008 B1和雑誌96ノーベル物理学賞受賞南部陽一郎博士」
パリティ = Parity : physical science magazine / 「パリティ」編集委員会 (09114815) . -Vol. 25, no.5 (2010)-. -- 丸善,「若き日の南部陽一郎と早川幸男の想い出をめぐって(後 B1和雑誌96編)大阪市立大学の3年間」
ベトナム戦記 / 開高健著 ; 秋元啓一写真. -- 朝日新聞社, 1990.10. -- (朝日文庫).

3F開高健著作

開高健 / [栗坪良樹編集・評伝] ; [立松和平エッセイ]. -- 新潮社, 2002.4. -- (新潮日本
3F開高健著作
文学アルバム ; 52).
開高健 : 体験からの文学 : 生誕85年記念総特集 : 永久保存版. -- 増補新版. -- 河出書
3F開高健著作
房新社, 2015.6. -- (KAWADE夢ムック)(文藝 ; 別冊).

429.6//N47//2390
429.6//N47//4271
429.6//N47//6416
429.6//N47//8094
J37//Wオ//0668550
J42//Wハ//7048000
223.107//KA21//4518
910.26//SH61//4514
910.268//KA21//4247

大阪で生まれた開高健 / 難波利三 [ほか] 著. -- たる出版, 2011.3.

3F開高健著作

910.268//N47//3926

開高健の名言 / 谷沢永一著. -- KKロングセラーズ, [2015.8].

3F開高健著作

910.268//TA88//5896

人生としての川柳 / 木津川計著. -- 角川学芸出版. -- (角川学芸ブックス).

3F卒業生著作

911.46//KI99//3521

3F開高健著作

913.6//KA21//2302

3F開高健著作

913.6//KA21//4208

3F開高健著作

913.6//KA21//4483

輝ける闇 / 開高健著. -- 33刷改版. -- 新潮社, 2010.7. -- (新潮文庫 ; か-5-9).

3F開高健著作

913.6//KA21//4489

オールウェイズ / 開高健 [著]. -- 1. -- 角川書店, 1993.5. -- (角川文庫 ; 8594.

3F開高健著作

914.6//KA21//4168

オールウェイズ / 開高健 [著]. -- 2. -- 角川書店, 1993.5. -- (角川文庫 ; 8595).

3F開高健著作

914.6//KA21//4169

オールウェイズ / 開高健 [著]. -- 3. -- 角川書店, 1993.10. -- (角川文庫 ; 9161).

3F開高健著作

914.6//KA21//4170

オールウェイズ / 開高健 [著]. -- 4. -- 角川書店, 1993.10. -- (角川文庫 ; 9162).

3F開高健著作

914.6//KA21//4171

耳の物語 / 開高健著. -- イースト・プレス, 2010.6. -- (文庫ぎんが堂 ; [か2-1]).

3F開高健著作

914.6//KA21//4519

開高健ベスト・エッセイ / 開高健著 ; 小玉武編. -- 筑摩書房, 2018.5. -- (ちくま文庫 ; [か
3F開高健著作
53-4]).

914.6//KA21//7381

オーパ! / 開高健文 ; 高橋曻写真. -- 集英社, 1981.3. -- (集英社文庫).

915.6//KA21//4479

開高健短篇選 / [開高健著] ; 大岡玲編. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波文庫 ; 緑(31)221-1).
ロマネ・コンティ・一九三五年(いちきゅうさんごねん) : 六つの短篇小説 / 開高健著. -- :
新装版. -- 文藝春秋, 2009.12. -- (文春文庫 ; [か-1-12]).
パニック・裸の王様 / 開高健著. -- 76刷改版. -- 新潮社, 2010.4. -- (新潮文庫 ; か-51).

3F開高健著作

オーパ、オーパ!! / 開高健著 ; 高橋曻写真. -- アラスカ篇カリフォルニア・カナダ篇 -- 集
3F開高健著作
英社, 1990.11. -- (集英社文庫).
オーパ、オーパ!! / 開高健著 ; 高橋曻写真. -- アラスカ至上篇コスタリカ篇.-- 集英社,
3F開高健著作
1990.12. -- (集英社文庫).
オーパ、オーパ!! / 開高健著 ; 高橋曻写真. -- モンゴル・中国篇スリランカ篇. -- 集英
3F開高健著作
社, 1991.1. -- (集英社文庫).

915.6//KA21//4484
915.6//KA21//4485
915.6//KA21//4486

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 1. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3732

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 2. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3733

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 3. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3734

7ページ

書名等

配架場所

請求記号

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 4. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3735

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 5. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3736

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 6. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3737

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 7. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3738

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 8. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3739

開高健全作品 / 開高健著. -- 小説 9. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3744

開高健全作品 / 開高健著. -- エッセイ 1. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3740

開高健全作品 / 開高健著. -- エッセイ 2. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3741

開高健全作品 / 開高健著. -- エッセイ 3. -- 新潮社, 1973-1974.

3F開高健著作

918.68//KA21//3742

賢い人ほど失敗する : 要領が悪い人でも成功するヒント / 高原慶一朗著. -- : 新装版. 3F卒業生著作
- PHP研究所, 2012.3.
やる気・やるチャンス・やる力 : ビジネスで成功する100の知恵 / 高原慶一朗著. -- 日経
3F卒業生著作
BP社, 1997.7.
感動の経営 : 大事は理、小事は情をもって処す / 高原慶一朗著. -- ダイヤモンド社,
3F卒業生著作
1994.6.

159//TA32//1748
335.04//TA32//2466
586.24//TA32//2467

都市格と文化 : 大阪から全国へ / 木津川計著. -- 自治体研究社, 2008.7.

3F卒業生著作

216.3//KI99//9096

優しさとしての文化 / 木津川計著. -- かもがわ出版, 2002.11.

3F卒業生著作

704//KI99//1755

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. 3F卒業生著作
- (NHKライブラリー ; 205).

772.1//KI99//3696

「趣味」の社会学 : 豊かな趣味人の復権へ / 木津川計著. -- 日本経済新聞社, 1995.5.

790//KI78//5093

3F卒業生著作

ダントツの強みを磨け / 坂根正弘著. -- 日本経済新聞出版社, 2015.10. -- (私の履歴書
3F卒業生著作
/ 日本経済新聞社編).
限りないダントツ経営への挑戦 : 強みを磨き弱みを改革 / 坂根正弘著. -- 増補版. -- 日
3F開架新体系
科技連出版社, 2009.2.
ダントツ経営 : コマツが目指す「日本国籍グローバル企業」 / 坂根正弘著. -- 日本経済
3F卒業生著作
新聞出版社, 2011.4.
人間の未来AIの未来 / 山中伸弥, 羽生善治著. -- 講談社, 2018.2.

3F卒業生著作

289//SA34//6426
530.67//SA34//6532
530.67//SA34//9220
007.13//Y34//5546

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう / 山中伸弥 [ほか] 著 ; [正], 続. -- 文藝春秋,
4F新書版
2017.2-2018.2. -- (文春新書 ; 1118, 1158).

159.7//Y34//7027

走り続ける力 / 山中伸弥著. -- 毎日新聞出版, 2018.7.

289//Y34//9081

3F卒業生著作

「プレゼン」力 : 未来を変える「伝える」技術 / 山中伸弥, 伊藤穰一著. -- 講談社, 2016.9. 3F卒業生著作

361.4//Y34//4577

「大発見」の思考法 : iPS細胞vs.素粒子 / 山中伸弥, 益川敏英著. -- 文藝春秋, 2011.1. 3F卒業生著作
- (文春新書 ; 789).

404//Y34//1759

賢く生きるより辛抱強いバカになれ / 稲盛和夫, 山中伸弥著. -- 朝日新聞出版, 2014.10. 3F卒業生著作

407//Y34//5409

素顔の山中伸弥 : 記者が追った2500日 / 毎日新聞科学環境部著. -- ナカニシヤ出版,
3F開架新体系
2013.10.
最新iPS細胞 : 山中伸弥教授が語る. -- ニュートンプレス, 2018.3. -- (ニュートン別
3F開架新体系
冊)(NEWTONムック).
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた / 山中伸弥, 緑慎也著. -- 講談社,
3F卒業生著作
2012.10.

491.11//MA31//2532
491.11//SA22//8561
491.11//Y34//8151

参考図書・雑誌は貸出できません。
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