展示期間：2020年2月17(月)～

2F企画展示

レファレンス・ブック
レファレンス・ブック(参考図書)とは、通読する本ではなく、ある言葉や事柄を調べるために使う＜調べるための本＞です。
例えば、辞書、事典、図鑑、年鑑、白書などが挙げられます。
インターネット上には真偽不明の膨大な情報が溢れています。確かな情報を調べたい時にこそ、レファレンス・ブックを使いましょう！
今回の展示では、学情センターにある実用的でおもしろいレファレンス・ブックを展示します。
※配置場所が「2Ｆ参考（一般）」と「2Ｆ年鑑・白書」の本（背ラベルに”参考”シールが貼ってあるもの）は貸出できません。
館内でご利用ください。
資料情報

配置場所

請求記号

3F開架新体系

002.033//N71//1717

岩波文庫解説総目録 90年版 : 1927～2016 / 岩波文庫編集部編

2F参考（一般）

025.9//I95//4365

日本全国発祥の地事典 / 日外アソシエーツ株式会社編. -- 日外アソシエーツ.

2F参考（一般）

031.4//N71//9616

2F参考（一般）

033//D87//6233

神社博物館事典 / 青木豊編. -- 雄山閣, 2013.12.

2F参考（一般）

175.9//A53//6705

日本仏像大全書 / 杉山二郎, 前田常作監修. -- 四季社, 2006.6.

2F参考（一般）

186.8//N71//7351

366日の話題事典 / 加藤迪男編. -- 東京堂出版, 1998.3.

2F参考（一般）

204//KA86//9503

昭和・平成史年表 : 1926-2019 / 平凡社編. -- 完全版. -- 平凡社, 2019.7.

3F開架大型本

L210.7//H51//9083

大阪の地名由来辞典 / 堀田暁生編. -- 東京堂出版, 2010.8.

2F参考（一般）

291.63//H96//4790

20世紀メディア年表+21世紀 / 江藤茂博編著. -- 増補. -- 言視舎, 2019.9.

4F開架新体系

361.453//E78//7217

日本通貨図鑑 / 利光三津夫, 植村峻, 田宮健三編・共著. -- 日本専門図書出版, 2004.6.
モノのはじまりを知る事典 : 生活用品と暮らしの歴史 / 木村茂光 [ほか] 著. -- 吉川弘文館,

7F新体系L

L337.21//R41//3182

4F開架新体系

382.1//KI39//9745

学問のしくみ事典 : あらゆる「学」の歴史とつながりがわかる / 日本実業出版社編. -- 日本実業出
版社, 2016.3.

ビジュアルディクショナリー : 英和大事典 / DK, 日東書院本社編集部編 ; [岩坂彰ほか訳]. -- 日東
書院本社, 2012.6.

2019.12.
たべもの語源辞典 / 清水桂一編. -- 新訂版. -- 東京堂出版, 2012.9.

4F開架新体系

383.81//SH49//8534

世界なぞなぞ大事典 / 柴田武, 谷川俊太郎, 矢川澄子編. -- 大修館書店, 1984.6.

2F参考（一般）

N388//S7//1

日本怪異妖怪大事典 / 小松和彦 [ほか] 編集委員. -- 東京堂出版, 2013.7.

4F開架新体系

388.1//KO61//0264

世界数学者事典 / ベルトラン・オーシュコルヌ, ダニエル・シュラットー著 ; 熊原啓作訳. -- 日本
評論社, 2015.9.
世界で一番美しい化学反応図鑑 / セオドア・グレイ著 ; ニック・マン写真 ; 武井摩利訳. -- 創元社,
2018.9.

3F開架新体系

410.33//H45//6903//
西田蔵書

2F学生選書大型本 L431.3//G79//8270

星の文化史事典 / 出雲晶子編著. -- 増補新版. -- 白水社, 2019.12.

3F開架新体系

443.033//I99//9319

Flora : 図鑑植物の世界 / 金成希, 湊麻里, 渡邊真里翻訳. -- 東京書籍, 2019.8.

3F開架大型本

L471//KA46//8600

花の西洋史事典 / アリス・M.コーツ [編] ; 白幡洋三郎, 白幡節子訳. -- 八坂書房, 2008.2.

2F参考（一般）

472.3//C81//1896

世界の貝大図鑑 : 形態・生態・分布 / M.G.ハラセウィッチ, ファビオ・モレゾーン著 ; 平野弥生訳.
-- 柊風舎, 2017.2.
世界で一番美しい海のいきもの図鑑 / 吉野雄輔著. -- 創元社, 2015.6.

2F学生選書大型本 L484.038//H32//8265
3F開架大型本

L487//Y92//3827

2F学生選書

488.64//U57//8329

発明と技術の百科図鑑 / DK社編著 ; 柴田譲治訳. -- 原書房, 2019.10.

3F開架大型本

L502//D79//7356

世界歴史建築大図鑑 / ドーリング・キンダースリー編 ; 坂崎竜訳. -- 原書房, 2013.5.

3F開架大型本

L520//D87//6751

ファッション大辞典 / 吉村誠一著. -- 新版. -- 繊研新聞社, 2019.3.

2F参考（一般）

589.2//Y91//5923

風味の事典 / ニキ・セグニット著 ; 曽我佐保子, 小松伸子訳. -- 楽工社, 2016.8.

3F開架新体系

596.036//SE16//6291

4F開架大型本

L629.4//I39//4372

日本のカモメ識別図鑑 : 決定版 : 見分けるポイントが良くわかる / 氏原巨雄著 ; 氏原道昭著. -- 誠
文堂新光社, 2019.11.

自然の楽園 : 美しい世界の国立公園大図鑑 : ビジュアル版 / アンジェラ・S・イルドス, ジョルジ
オ・G・バルデッリ編 ; 藤原多伽夫訳. -- 東洋書林, 2013.11.

645.6//MI24//2710//

イヌの博物図鑑 / アーダーム・ミクローシ編 ; 小林朋則訳. -- 原書房, 2019.2.

4F開架新体系

世界の空港事典 / 岩見宣治, 唯野邦男, 傍士清志編著. -- 成山堂書店, 2018.9.
アニメツーリズム白書 2018速報版 / 角川アスキー総合研究所編 -- アニメツーリズム協会,

2F参考（一般）

687.9//I94//2385

4F開架大型本

L689.4//KA14//2573

2018.9.
江戸のデザイン図鑑 / 柏木博監修. -- 河出書房新社, 2019.6.

西田蔵書

3F開架新体系

702.15//E24//8523

最新現代デザイン事典 / 伊東順二, 柏木博編集委員. -- 平凡社, 2017.4.

3F開架新体系

757.033//I89//0492

定本和の色事典 / 内田広由紀著. -- 増補特装版. -- 視覚デザイン研究所, 2008.11.

2F参考（一般）

L757.3//U14//2781

世界シネマ大事典 / フィリップ・ケンプ責任編集 ; 遠藤裕子 [ほか] 訳. -- 三省堂, [2017.1].

3F開架新体系
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778.2//KE37//7214//
西田蔵書

資料情報

配置場所

請求記号

3F開架大型本

L778.2//SM5//9463

2F参考（一般）

810.7//I14//1989

現代用語の基礎知識 2020 / 自由国民社編 -- 自由国民社, [1948]-.

2F参考（一般）

813.7//J55//8544

日本語オノマトペ辞典 : 擬音語・擬態語4500 / 小野正弘編. -- 小学館, 2007.10.

2F参考（一般）

813//O67//8918

2F参考（一般）

903.3//MA43//1395

少女小説事典 / 岩淵宏子 [ほか] 編. -- 東京堂出版, 2015.3.

2F参考（一般）

910.26//I92//2045

温泉文学事典 / 浦西和彦編著. -- 和泉書院, 2016.10. -- (和泉事典シリーズ ; 32).

3F開架新体系

910.26//U84//5163

三国志演義事典 / 渡邉義浩, 仙石知子著. -- 大修館書店, 2019.7.

3F開架新体系

923.5//W46//8519

インターネット白書 = Internet white book 2019 / 日本インターネット協会編. -- インプレス.

2F年鑑・白書

J00//Wイ//0346000

デジタルコンテンツ白書 = Digital content white paper 2019 / デジタルコンテンツ協会編 .
ブリタニカ国際年鑑 = Britannica international yearbook. 2019 / ティビーエス・ブリタニカ年

2F年鑑・白書

J00//Wテ//5409500

2F年鑑・白書

J05//Wフ//7413000

時代と作品で読み解く映画ポスターの歴史 : 映画の発明から2010年代まで世界の映画ポスターを
芸術的、商業的な観点から探る / イアン・ヘイドン・スミス著 ; プレシ南日子訳. -- 玄光社,
2019.8.
日本語誤用辞典 : 外国人学習者の誤用から学ぶ日本語の意味用法と指導のポイント / 市川保子編著
; 浅山友貴 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2010.4.

完訳世界文学にみる架空地名大事典 / アルベルト・マングェル, ジアンニ・グアダルーピ著 ; 高橋
康也[ほか]監訳. -- 講談社, 2002.12.

鑑.
大阪の経済 = The outline of Osaka economy 2019 / 大阪市経済局 [編].

2F年鑑・白書

J33//Wオ//0695000

女性の暮らしと生活意識データ集 2018-2019 / 食品流通情報センター編.

2F年鑑・白書

J36//Wシ//3924800

余暇・レジャー&観光統計年報 2020-2021 / 三冬社 [編].

2F年鑑・白書

J36//Wヨ//8276700

ACC年鑑 2019 / 宣伝会議.

2F年鑑・白書

J67//WA//8742000
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