2Ｆ企画展示

展示期間：2019/08/15-

教員著作と市大ゆかりの人の本
本学教員の著作と卒業生など市大ゆかりの方々の本を集めました。
先生の研究や、先輩の歩みなどを知るきっかけになる展示です。
先生と先輩から学び、あなたの夏に忘れられない一冊を見つけてください！

教員著作
商学部
書名等
企業統治 / 吉村典久 [ほか] 著. -- 中央経済社. -- (ベーシック+ = Basic plus).
基礎学問としての会計学 : 構造・歴史・方法 / 石川純治著. -- 中央経済社.
グローバル化の光と影 : 日本の経済と働き方はどう変わったのか / 高橋信弘編著. -- 晃洋書
房, 2018.11.
エッセンシャル経営史 : 生産システムの歴史的分析 / 中瀬哲史著. -- 中央経済社.
公害から福島を考える : 地域の再生をめざして / 除本理史著. -- 岩波書店, 2016.4.
地域ブランディングの論理 : 食文化資源を活用した地域多様性の創出 / 小林哲著. -- 有斐閣,
2016.12.
ローカル志向の時代 : 働き方、産業、経済を考えるヒント / 松永桂子著. -- 光文社, 2015.11. -(光文社新書 ; 788).
小売業起点のまちづくり / 石原武政, 渡辺達朗編著. -- 碩学舎.
継ぐまちファクトリー / 本多哲夫著. -- 同友館, 2018.1.

配置場所
4F開架新体系
4F開架新体系

請求記号
335.4//Y91//2407
336.9//I76//8369

4F開架新体系

366.21//TA33//0471

3F開架新体系
3F開架新体系

509.6//N42//9025
519.21//Y74//7848

4F開架新体系

601.1//KO12//6320

4F新書版

601.1//MA83//7284

4F開架新体系
3F開架新体系

673.7//I74//8954
912.6//H84//5435

経済学部
書名等
大洪水の前に : マルクスと惑星の物質代謝 / 斎藤幸平著. -- 堀之内出版, 2019.4. -- (Νύξ
叢書 ; 03).
Natur gegen Kapital : Marx' Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus / Kohei
Saito ; : pbk. -- Campus, 2016.
越境する在日コリアン : 日韓の狭間で生きる人々 / 朴一著. -- 明石書店, 2014.7.
経済発展と格差 : 簡単な家計モデルによる検討 / 中嶋哲也著. -- 現代図書.
カール・ポランニーの経済学入門 : ポスト新自由主義時代の思想 / 若森みどり著. -- 平凡社,
2015.8. -- (平凡社新書 ; 784).
人口論入門 : 歴史から未来へ / 杉田菜穂著. -- 法律文化社, 2017.9.
在日マネー戦争 / 朴一 [著]. -- 講談社, 2017.1. -- (講談社+α文庫 ; [G262-2]).

配置場所

請求記号

3F開架新体系

134.53//SA25//4488

3F開架新体系

134.53//SA25//8397

4F開架新体系
4F開架新体系

316.81//P16//8032
331.19//N34//5284

4F新書版

331.2346//W23//1060

4F開架新体系
3F文庫版

334.3//SU46//3770
338.6//P16//1490

配置場所

請求記号

4F開架新体系

311//N14//4320

4F開架新体系

317.1//I89//3772

法学部
書名等
政治学入門 / 永井史男, 水島治郎, 品田裕編著. -- ミネルヴァ書房, 2019.5. -- (学問への
ファーストステップ ; 1).
はじめての行政学 / 伊藤正次, 出雲明子, 手塚洋輔著. -- 有斐閣, 2016.10. -- (有斐閣ストゥ
ディア).
自治基本条例 : 法による集合的アイデンティティの構築 / 阿部昌樹著. -- 木鐸社, 2019.3.
地方からの国づくり : 自治体間協力にかけた日本とタイの15年間の挑戦 / 平山修一, 永井史
男, 木全洋一郎著. -- 佐伯印刷, 2016.3.
判例分析による民法解釈入門 / 高橋眞著. -- 成文堂, 2018.6.
設問でスタートする会社法 / 高橋英治編. -- 法律文化社, 2016.4.
商法入門 / 高橋英治編. -- 法律文化社, 2018.12. -- (スタンダード商法 ; 5).
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.
裁判員裁判の評議デザイン : 市民の知が活きる裁判をめざして / 三島聡編. -- 日本評論社,
2015.9.
縮減社会の合意形成 : 人口減少時代の空間制御と自治 / 金井利之編著 ; 阿部昌樹 [ほか]
著. -- 第一法規, 2019.1.

4F開架新体系

318.1//A12//3523

4F開架新体系

318.9237//H69//0712

4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

324.01//TA33//8801
325.2//TA33//5094
325//TA33//1454
327.609//MA34//4468

4F開架新体系

327.67//MI53//7790

4F開架新体系

334.6//KA44//3415

配置場所

請求記号

3F開架新体系

216.3//O73//5377

4F新書版

216.3//TS52//0053

3F開架新体系
3F開架新体系
4F開架新体系

222.056//F93//4738
291.62//N73//2796
316.81//I29//3499

4F開架新体系

361.5//O11//0284

3F開架新体系
3F開架新体系

721.9//SU28//9807
828//SH99//6223

3F開架新体系

857.8//F84//5980

文学部
書名等
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).
大坂民衆の近世史 : 老いと病・生業・下層社会 / 塚田孝著. -- 筑摩書房, 2017.12. -- (ちくま新
書 ; 1294).
金・女真の歴史とユーラシア東方 / 古松崇志 [ほか] 編. -- 勉誠出版, 2019.4.
歴史家の案内する京都 / 仁木宏, 山田邦和編著. -- 文理閣, 2016.5.
消されたマッコリ。 : 朝鮮・家醸酒文化を今に受け継ぐ / 伊地知紀子著. -- 社会評論社, 2015.5.
文化接触のコンテクストとコンフリクト : 環境・生活圏・都市 / 大場茂明, 大黒俊二, 草生久嗣編.
-- 清文堂出版, 2018.8. -- (大阪市立大学文学研究科叢書 / 大阪市立大学文学研究科叢書編
集委員会編 ; 第10巻).
月岡芳年伝 : 幕末明治のはざまに / 菅原真弓著. -- 中央公論美術出版, 2018.8.
方言と中国文化 / 周振鶴, 游汝傑著 ; 岩本真理 [ほか] 訳. -- 光生館, 2015.10.
キクタンフランス語会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる / 福島祥行著 ; 日本語編集チーム編 ;
入門編. -- アルク, 2016.12.
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理学部
書名等
格子からみえる数学 / 枡田幹也, 福川由貴子著. -- 日本評論社.
波動と場の物理学入門 / 糸山浩司著. -- 京都大学学術出版会, 2017.8.
高校生・化学宣言 : 高校化学グランドコンテストドキュメンタリー / 中沢浩監修 ; part 11 -- 遊タ
イム出版, 2008.6-.
高校生・化学宣言 : 高校化学グランドコンテストドキュメンタリー / 中沢浩監修 ; part 10 -- 遊タ
イム出版, 2008.6-.
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,
絵とき植物生理学入門 / 山本良一編著 ; 曽我康一, 宮本健助, 井上雅裕共著. -- 改訂3版. -オーム社, 2016.10.
人と自然の環境学 / 日本生命財団編. -- 東京大学出版会, 2019.1.

配置場所
3F開架新体系
3F開架新体系

請求記号
410//MA66//9363
421.3//I91//1488

3F開架新体系

430.4//KO44//8799

3F開架新体系

430.4//KO44//9723

3F開架新体系

470.76//U41//7469

3F開架新体系

471.3//Y31//3768

3F開架新体系

519.8//N71//2744

配置場所
3F開架新体系
3F開架新体系

請求記号
433.57//TS41//0285
498.54//KO63//4735

3F開架新体系

498.54//SU63//2741

3F開架新体系

501.24//F67//5935

3F開架新体系

518.8//I99//8029

3F開架新体系

520.9//KU52//9205

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

523.1361//KU52//3865
523.1361//KU52//6400
548.3//TA28//1029

配置場所

請求記号

3F開架新体系

143//N34//4532

3F開架新体系

146.1//N34//2769

4F開架新体系

335.222//H88//3894

4F開架新体系

361.63//N23//8221

4F開架新体系

367.3//N91//4961

4F新書版

369.13//N95//8804

4F開架新体系

369.28//O66//8440

3F開架新体系

501.84//O38//5096

配置場所

請求記号

4F新書版

498.3//KA22//4462

工学部
書名等
X線分光法 / 辻幸一, 村松康司編著. -- 講談社, 2018.9. -- (分光法シリーズ ; 5).
やさしい食の安全 / 米虫節夫編著. -- オーム社, 2002.10.
食品衛生法対応はじめてのHACCP : 実例でわかるHACCP制度化への対応 / 角野久史, 米虫
節夫編著 ; 花野章二, 佐古泰通, 柳生麻実著. -- 日科技連出版社, 2018.12.
振動工学 : 振動の基礎から実用解析入門まで / 藤田勝久著 ; : 新装版. -- 森北出版, 2016.12.
都市を変える水辺アクション : 実践ガイド / 泉英明, 嘉名光市, 武田重昭編著. -- 学芸出版社,
2015.10.
これからの建築士 : 職能を拡げる17の取り組み / 倉方俊輔, 吉良森子, 中村勉編著 ;
HandiHouse project [ほか著]. -- 学芸出版社, 2016.3.
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.
東京レトロ建築さんぽ / 倉方俊輔著 ; 下村しのぶ写真. -- エクスナレッジ, 2016.11.
入門ロボット工学 / 高田洋吾著. -- 森北出版, 2017.10.

生活科学部
書名等
ぬいぐるみ遊び研究の分水嶺 : 自我発達と精神病理 / 中井孝章, 堀本真以著. -- 大阪公立大
学共同出版会, 2016.9.
速い思考/遅い思考 : 脳・心の二重過程理論の展開 / 中井孝章著. -- 日本教育研究センター,
2017.10.
周縁からの市場経済化 : 中国農村企業の勃興とその展開過程 / 堀口正著. -- 晃洋書房,
2015.6.
入門家族社会学 / 永田夏来, 松木洋人編. -- 新泉社, 2017.4.
「ハイブリッドな親子」の社会学 : 血縁・家族へのこだわりを解きほぐす / 野辺陽子 [ほか] 著. - 青弓社, 2016.10.
施設コンフリクト : 対立から合意形成へのマネジメント / 野村恭代著. -- 幻冬舎メディアコンサ
ルティング. -- (幻冬舎ルネッサンス新書 ; 159, [の-7-1]).
精神保健福祉学の構築 : 精神科ソーシャルワークに立脚する学際科学として / 大西次郎著. -中央法規出版, 2015.3.
初めて学ぶ人間工学 / 岡田明編著 ; 後藤義明 [ほか] 著. -- 理工図書, 2016.1.

医学部
書名等
隠れ疲労 : 休んでも取れないグッタリ感の正体 / 梶本修身著. -- 朝日新聞出版, 2017.11. -(朝日新書 ; 640).

都市経営研究科
書名等
配置場所
女子の働き方 : 男性社会を自由に歩く「自分中心」の仕事術 / 永田潤子著. -- 文響社, 2017.4. 3F開架新体系
生活困窮者支援で社会を変える / 五石敬路 [ほか] 編. -- 法律文化社, 2017.5.
4F開架新体系
都市計画法の探検 / 久末弥生著. -- 法律文化社, 2016.6.
3F開架新体系

請求記号
159.4//N23//0319
369.2//G58//9335
518.8//H76//1851

その他研究組織
書名等
学習・言語心理学 : 支援のために知る「行動の変化」と「言葉の習得」 / 郷式徹, 西垣順子編著.
-- ミネルヴァ書房, 2019.4. -- (公認心理師の基本を学ぶテキスト / 川畑直人, 大島剛監修 ; 8).
比較文化論叢 : 異文化の懸け橋 = Collected essays on comparative studies : Bridges between
cultures / 丸橋良雄, 日高真帆, 西山幹枝編著. -- 英光社, 2017.6.
包摂都市のレジリエンス : 理念モデルと実践モデルの構築 / 大阪市立大学都市研究プラザ
[ほか] 編. -- 水曜社, 2017.3. -- (文化とまちづくり叢書).
包摂都市を構想する : 東アジアにおける実践 / 全泓奎編. -- 法律文化社, 2016.3.
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配置場所

請求記号

3F開架新体系

141.33//G69//3400

4F開架新体系

361.5//MA54//1039

4F開架新体系

361.78//O73//8341

4F開架新体系

365.3//C53//0338

市大ゆかりの人
開高健
書名等
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).
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. -- 河出書房新
社, 2015.6. -- (KAWADE夢ムック)(文藝 ; 別冊).
日本三文オペラ / 開高健著. -- 31刷改版. -- 新潮社, 2011.3. -- (新潮文庫 ; か-5-2).
輝ける闇 / 開高健著. -- 33刷改版. -- 新潮社, 2010.7. -- (新潮文庫 ; か-5-9).
裸の王樣 / 開高健著. -- 文藝春秋新社, 1958.3.
風に訊け : ライフスタイル・アドバイス / 開高健著. -- 集英社, 1986.6. -- (集英社文庫).
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]).
オーパ! / 開高健文 ; 高橋曻写真. -- 集英社, 1981.3. -- (集英社文庫).
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, -- 集英社,
1990.11-1991.1. -- (集英社文庫).
フィッシュ・オン / 開高健著 ; 秋元啓一写真. -- 新潮社, 1974.8. -- (新潮文庫 ; 草-128-D, か5-4).

配置場所
3F開高健著作

請求記号
007.13//Y34//5546

3F開高健著作

159//TA32//1748

3F開高健著作
3F開高健著作
3F開高健著作
3F開高健著作
3F開高健著作
3F開高健著作

216.3//KI99//9096
289//SA34//6426
289//Y34//9081
335.04//TA32//2466
491.11//Y34//8151
530.67//SA34//9141

3F開高健著作

530.67//SA34//9220

3F開高健著作

586.24//TA32//2467

書名等
配置場所
はじめての沖縄 / 岸政彦著. -- 新曜社, 2018.5. -- (よりみちパン!セ ; YP01).
4F開架新体系
社会学はどこから来てどこへ行くのか / 岸政彦著, 北田暁大著, 筒井淳也著, 稲葉振一郎著. -4F開架新体系
有斐閣, 2018.11.
断片的なものの社会学 / 岸政彦著. -- 朝日出版社 , 2015.6
4F開架新体系
マンゴーと手榴弾 : 生活史の理論 / 岸政彦著. -- 勁草書房, 2018.10. -- (けいそうブックス).
4F開架新体系

請求記号
302.199//KI56//6987

岸政彦
361.04//KI56//0659
361.04//KI56//4376
361.16//KI56//0521

木津川計
書名等
配置場所
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
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
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. -- (NHK
3F卒業生著作
ライブラリー ; 205).
「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.
3F卒業生著作
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

請求記号
790//KI78//5093
913.6//KA21//4489
913.6//KA21//6704
914.6//KA21//3827
914.6//KA21//4519

五代友厚
書名等
配置場所
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. -- (ミネ
3F開架新体系
ルヴァ日本評伝選).
商都大阪をつくった男五代友厚 / 宮本又郎著. -- NHK出版, 2015.12.
4F開架新体系
五代友厚 / 織田作之助著. -- 河出書房新社, 2016.1. -- (河出文庫 ; [お33-1]).
7F新体系

請求記号
289//TA94//1569
332.163//MI77//8612
913.6//O17//9282

坂根正弘
書名等
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. -- 日本経済新聞出
版社, 2011.4.
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 / 日
本経済新聞社編).

配置場所

請求記号

3F卒業生著作

223.107//KA21//4518

3F卒業生著作

910.268//KA21//4247

3F卒業生著作

911.46//KI99//3521

配置場所

請求記号

4F地方史

216.3//O73//9635

B2中央N

N289.1//S13//1A

3F開架新体系

289//O95//9009

4F開架新体系

318.763//H29//3012

7F新体系

519.1//KU72//5098

配置場所

請求記号

3F卒業生著作

491.11//MA31//2532

3F卒業生著作

772.1//KI99//3696

3F卒業生著作

913.6//KA21//4478

関一
書名等
関一の手帖 / 関一 [著] ; 大阪市史編纂所編集 ; [松岡弘之解題]. -- 大阪市史料調査会,
2010.11. -- (大阪市史史料 / 大阪市史編纂所編 ; 第75輯).
関(せきはじめ)一 : 都市思想のパイオニア / 芝村篤樹著. -- 松籟社, 1989.4. -- (しょうらい社人
物双書 ; 2).
「大大阪」時代を築いた男 : 評伝・関一 (第7代目大阪市長) / 大山勝男著. -- 公人の友社,
2016.2.
主体としての都市 : 関一と近代大阪の再構築 / ジェフリー・E・ヘインズ著 ; 宮本憲一監訳. -勁草書房, 2007.2.
関一と中馬馨の大阪都市経営 / 黒田隆幸著. -- 同友館, 1996.7. -- (それは西淀川から始まっ
た-大阪都市産業公害外史 ; 行政篇).

高原慶一朗
書名等
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BP社,
1997.7.
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. -- PHP
研究所, 2012.3.
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, 1994.6.
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南部陽一郎
書名等
配置場所
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.
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・翻訳. -3F開架新体系
: 新装版. -- 工作舎, 2008.11.
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

請求記号
429.6//F76//5612
429.6//N47//2390
429.6//N47//6416

山中伸弥
書名等
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 -- 文藝春秋, 2017.2 -- (文春
新書 ; 1118 ).
走り続ける力 / 山中伸弥著. -- 毎日新聞出版, 2018.7.
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,
2012.10.
最新iPS細胞 : 山中伸弥教授が語る. -- ニュートンプレス, 2018.3. -- (ニュートン別冊)(NEWTON
ムック).
人間の未来AIの未来 / 山中伸弥, 羽生善治著. -- 講談社, 2018.2.
iPS細胞の世界 : 未来を拓く最先端生命科学 / 京都大学iPS細胞研究所編著. -- 日刊工業新
聞社, 2013.9. -- (B&Tブックス).
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,
2013.10.
生命の未来を変えた男 : 山中伸弥・iPS細胞革命 / NHKスペシャル取材班編著. -- 文藝春秋,
2011.8.
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配置場所

請求記号

4F新書版

159.7//Y34//7027

3F卒業生著作

491.11//KY6//2533

3F卒業生著作

491.11//N71//4029

3F開架大型本

491.11//SA22//8561

3F卒業生著作

704//KI99//1755

3F開架新体系

915.6//KA21//4479

3F開架新体系

915.6//KA21//4484

3F開架新体系

915.6//KA21//4487

