
 

 

期 間 場 所 

2014年 4月 2日～5月 9日 小阪図書館 2 階 閲覧室 

 

   

   

   

   



展 示 資 料 
 

 大学生が登場する物語 

 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 
あしながおじさん (岩波尐年文

庫:097) 

ジーン・ウェブスター作

/谷口由美子訳 

岩波書店 2002 357438F 909.8||I1||97 

 
ぽっぺん先生と笑うカモメ号 [新

版](岩波尐年文庫:100) 

舟崎克彦作 岩波書店 2002 343110A 909.8||I1||100 

 
三四郎 複刻(精選名著複刻全集

近代文学館) 

夏目漱石著 日本近代

文学館 

1972 002825I 910.86||M3||SeT4 

 何者 朝井リョウ著 新潮社 2012 465008F 913.6||A27 

 冷静と情熱のあいだ : Rosso 江國香織著 角川書店 1999 276301A 913.6||E5 

 青春の門 筑豊篇 上 五木寛之著 講談社 1970 040762D 913.6||I11||1 

 青春の門 筑豊篇 下 五木寛之著 講談社 1970 040761F 913.6||I11||2 

 青春の門 自立篇 上 五木寛之著 講談社 1970 040760H 913.6||I11||3 

 青春の門 自立篇 下 五木寛之著 講談社 1970 040759D 913.6||I11||4 

 
村上春樹全作品 : 1979～1989 

月報 

村上春樹著 講談社 1990 202992I 913.6||M26 

 

風の歌を聴け/1973年のピンボー

ル (村上春樹全作品  : 1979～

1989:1) 

村上春樹著 講談社 1990 040890F 913.6||M26||1 

 宮本輝全集 第 3巻 宮本輝著 新潮社 1992 049177C 918.6||M29||3 

 四畳半王国見聞録 森見登美彦著 新潮社 2011 466535A 913.6||M49 

 夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦著 角川書店 2006 425926C 913.6||M49 

 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾まいこ著 幻冬舎 2012 461303B 913.6||S56 

 冷静と情熱のあいだ : Blu 辻仁成著 角川書店 1999 276300B 913.6||T28 

 三四郎(漱石文学作品集:7)  岩波書店 1990 049284B 918.6||N1||7 

 
アンの愛情 (新潮文庫 :965, モ

-4-43. 赤毛のアン・シリーズ:3) 

モンゴメリ [著]/村岡花

子訳 

新潮社 2008 438663J 933.7||M8||3 

 青葉繁れる(文春文庫:い-3-1) 井上ひさし著 文芸春秋 1974 199383G B||887 

 
太郎物語 大学編(新潮文庫 :草

-146-J,K) 

曽野綾子著 新潮社 1978 199780H B||1393 

 ノルウェイの森 上 村上春樹著 講談社 1987 211892B B||4399 

 ノルウェイの森 下 村上春樹著 講談社 1987 211893J B||4400 

 
キスまでの距離(集英社文庫. お

いしいコーヒーのいれ方:1) 

村山由佳著 集英社 1999 408400E B||6507 

 
僕らの夏(集英社文庫. おいしい

コーヒーのいれ方:2) 

村山由佳著 集英社 2000 408401C B||6507||2 

 
彼女の朝(集英社文庫. おいしい

コーヒーのいれ方:3) 

村山由佳著 集英社 2001 408402B B||6507||3 



 
雪の降る音(集英社文庫. おいし

いコーヒーのいれ方:4) 

村山由佳著 集英社 2002 408587G B||6507||4 

 
緑の午後(集英社文庫. おいしい

コーヒーのいれ方:5) 

村山由佳著 集英社 2003 408404H B||6507||5 

 
遠い背中(集英社文庫. おいしい

コーヒーのいれ方:6) 

村山由佳著 集英社 2004 408403J B||6507||6 

 
坂の途中(集英社文庫. おいしい

コーヒーのいれ方:7) 

村山由佳著 集英社 2005 427032B B||6507||7 

 
優しい秘密(集英社文庫. おいし

いコーヒーのいれ方:8) 

村山由佳著 集英社 2006 427033J B||6507||8 

 
聞きたい言葉(集英社文庫. おい

しいコーヒーのいれ方:9) 

村山由佳著 集英社 2007 425931J B||6507||9 

 
夢のあとさき(集英社文庫. おいし

いコーヒーのいれ方:10) 

村山由佳著 集英社 2008 436471G B||6507||10 

 スローグッドバイ(集英社文庫) 石田衣良著 集英社 2005 408479J B||6527 

 
格闘する者に○ (まる)(新潮文

庫:み-34-1) 

三浦しをん著 新潮社 2005 416263D B||6832 

 
ぼくは勉強ができない(新潮文庫:

や-34-6) 

山田詠美著 新潮社 1996 425932H B||7219 

 海がきこえる(徳間文庫:ひ-15-1) 氷室冴子著 徳間書店 1999 432469C B||7428||1 

 
アイがあるから (徳間文庫 :ひ

-15-2. 海がきこえる:2) 

氷室冴子著 徳間書店 1999 432470G B||7428||2 

 
神様のパズル(ハルキ文庫) 機本伸司著 角川春樹

事務所 

2006 434375B B||7513 

 
四 畳 半 神 話 大 系 ( 角 川 文

庫:15069) 

森見登美彦 [著] 角川書店 2008 434344B B||7521 

 
流れ星が消えないうちに(新潮文

庫:は-43-1) 

橋本紡著 新潮社 2008 444218B B||7938 

 
おやすみラフマニノフ(宝島社文

庫:[Cな-6-3]) 

中山七里著 宝島社 2011 456615H B||8592 

 アイスクリン強し 畠中恵著 講談社 2008 458049E B||8609 

 美丘(角川文庫:15556) 石田衣良 [著] 角川書店 2009 466646B B||8865 

 シンデレラ・ティース(光文社文庫) 坂木司著 光文社 2009 466652G B||8869 

 
黒猫の遊歩あるいは美学講義(ハ

ヤカワ文庫:JA1128) 

森晶麿著 早川書房 2013 467587I B||8899 

 
君は永遠にそいつらより若い(ちく

ま文庫:[つ-16-1]) 

津村記久子著 筑摩書房 2009 468843B B||9040 

       

 

 

 

      



 大学生に必要な資料 

 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 

レポートの作り方 : 情報収集か

らプレゼンテーションまで(中公新

書:1718) 

江下雅之著 中央公論

新社 

2003 375068A 080||C64||1718 

 
文 章 の 話 ( 岩 波 文 庫 : 緑

(31)-060-5) 

里見弴著 岩波書店 1993 133576G 080||I95||G-60-5 

 

提案力(ハーバード・ビジネススキ

ル講座) 

ハーバード・マネジメン

ト・アップデート編集部, 

ハーバード・マネジメン

ト・コミュニケーション・

レ タ ー 編 集 部 編 著

/Diamond ハーバード・

ビジネス・レビュー編集

部訳 

ダイヤモン

ド社 

2006 426612J 336.49||H34 

 

共感をつかむプレゼンテーショ

ン : 「思い」を実現する 32 のチェ

ックポイント 

菅野誠二著 日本経団

連出版 

2007 426226D 336.49||Ka57 

 

小室淑恵の超実践プレゼン講

座 : 「読む&見る&実践」で完璧マ

スター!(日経 BP ムック. 日経ビジ

ネス Associé) 

日経ビジネスアソシエ

編 

日経 BP社 2008 445859B 336.49||Ko69 

 
プ レ ス テ ッ プ 基 礎 ゼ ミ

(PRE-STEP:10) 

川廷宗之 , 川野辺裕

幸, 岩井洋編 

弘文堂 2011 468680C 377.15||Ka98 

 

学生・研究者のための伝わる!学

会ポスターのデザイン術 : ポスタ

ー発表を成功に導くプレゼン手法 

宮野公樹著 化学同人 2011 457042B 407||Mi79 

 

論理が伝わる世界標準の「プレ

ゼン術」  : 一生モノの「説得技

法」(ブルーバックス:B-1847) 

倉島保美著 講談社 2014 468795H 408||B94||1847 

 

栄養学を志す研究者のための論

文の書き方・まとめ方 

「栄養学雑誌」編集委

員会編集 /坂本元子

[ほか]著 

第一出版 2001 369712G 498.55||E39 

 

初めての栄養学研究論文 : 人に

は聞けない要点とコツ 

栄養学雑誌編集委員

会編集/赤松利恵 [ほ

か] 著 

第一出版 2012 464062E 498.55||E39 

 
映画でレポート・卒論ライティング

術 

小野俊太郎著 松柏社 2011 454118J 778.07||O67 

 街場の文体論 内田樹著 ミシマ社 2012 462744A 801.6||U14 

 
レポート・論文作成のための引

用・参考文献の書き方 

藤田節子著 日外アソシ

エーツ 

2009 443250J 816.5||F67 



 
レポートの組み立て方(ちくま学芸

文庫) 

木下是雄著 筑摩書房 1994 326358E 816.5||Ki46 

 
これから論文を書く若者のために 

大改訂増補版 

酒井聡樹著 共立出版 2006 461393H 816.5||Sa29 

 

よくわかる卒論の書き方 第 2 版

(やわらかアカデミズム・「わかる」

シリーズ) 

白井利明, 高橋一郎著 ミネルヴァ

書房 

2013 466862G 816.5||Sh81 

 「文化系」学生のレポート・卒論術 渡辺潤, 宮入恭平編著 青弓社 2013 467589E 816.5||W46 

 

コピペと言われないレポートの書

き方教室 : 3 つのステップ : コピ

ペから正しい引用へ 

山口裕之著 新曜社 2013 467464C 816.5||Y24 

 
悪文 第 3版 岩淵悦太郎編著 日本評論

社 

1979 462753J 816.8||I92 

 
ホンモノの文章力 : 自分を売り

込む技術(集英社新書:0056E) 

樋口裕一著 集英社 2000 395714E 816||H56 

 

うまく書きたいあなたのための文

章のそうじ術 : 書く力は「捨てる

テクニック」です! 

片岡義博著 言視舎 2011 462755F 816||Ka83 

 

大学生からの文章表現 : 無難で

退屈な日本語から卒業する(ちく

ま新書:889) 

黒田龍之助著 筑摩書房 2011 453911H 816||Ku72 

 小田嶋隆のコラム道 小田嶋隆著 ミシマ社 2012 465406E 901.4||O3 

 
日本古典文学卒論・レポートを<

書く> 

有精堂編集部編 有精堂出

版 

1986 206372H 910.7||Y2 

 
英米小説でレポート・卒論ライティ

ング術 

小野俊太郎著 松柏社 2013 466696I 930.7||O1 

 
卒論を書こう : テーマ探しからス

タイルまで 

栩木伸明著 三修社 1995 245022E 930.7||T1 

 
知のツールボックス : 新入生援

助 (フレッシュマンおたすけ) 集 

専修大学出版企画委

員会編 

専修大学

出版局 

2006 415087C B||6315 

 

Word を使った大学生のための論

文作成術 : 思考技術・情報処理

技術を書く力へ 

佐良木昌著 明石書店 2004 411388I B||6685 

 
原稿用紙 10枚を書く力(だいわ文

庫) 

齋藤孝著 大和書房 2007 425831C B||7172 

 
大学生の論文執筆法 (ちくま新

書:600) 

石原千秋著 筑摩書房 2006 432513D B||7398 

 

勉強が楽しくなるノート術 : マイ

ンドマップ for kids 

トニー・ブザン著/神田

昌典訳 

ダイヤモン

ド社 

 

2006 434282I B||7468 

 
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 世界思想

社 

2008 440459J B||7784 



 

伝える力 : 「話す」「書く」「聞く」

能力が仕事を変える!(PHP ビジネ

ス新書:028) 

池上彰著 PHP 研究

所 

2007 448816E B||8224 

 

もっと役立つ!「話す」「書く」「聞く」

技術(PHP ビジネス新書:201. 伝

える力:2) 

池上彰著 PHP 研究

所 

2012 459488G B||8224||2 

 

大学生のための「論文」執筆の手

引 : 卒論・レポート・演習発表の

乗り切り方 

高崎みどり編著 秀和システ

ム 

2010 449575G B||8244 

 

栄養士・管理栄養士をめざす人

の文章術ハンドブック : 図解 : 

ノート、レポート、手紙・メールか

ら、履歴書・エントリーシート、卒

論まで 

西川真理子著 化学同人 2011 456764B S||653 

       

 資格関係 

 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 

人の役に立ちたい : 教育・医療・

福祉・法律(女の子のための仕事

ガイド:1) 

しごと応援団編著 理論社 2006 422805H S||412||1 

 

人をきれいにしたい : ファッショ

ン・デザイン・美容・フィットネス(女

の子のための仕事ガイド:2) 

しごと応援団編著 理論社 2006 437648A S||412||2 

 

語学を生かして、世界で働く : 国

際関係・旅行・語学・ビジネス(女

の子のための仕事ガイド:3) 

しごと応援団編著 理論社 2006 437867J S||412||3 

 

おいしいものが好き : つくり手・

調理・食の演出・販売(女の子の

ための仕事ガイド:4) 

しごと応援団編著 理論社 2007 436311G S||412||4 

 

人を楽しませたい : 放送・エンタ

テインメント・広告・レジャー(女の

子のための仕事ガイド:5) 

しごと応援団編著 理論社 2007 436314B S||412||5 

 

暮らしを支える : 行政・金融・建

築・不動産(女の子のための仕事

ガイド:6) 

しごと応援団編著 理論社 2007 436305B S||412||6 

 

自然のなかで働きたい : 動物・

植物・気象・環境(女の子のため

の仕事ガイド:7) 

しごと応援団編著 理論社 2008 436306A S||412||7 

 

クリエイターになりたい : 文章・

絵・音楽・コンピュータ(女の子の

ための仕事ガイド:8) 

しごと応援団編著 理論社 2008 436308G S||412||8 



 
資格取り方選び方全ガイド 2012

年版 

高橋書店編集部編 高橋書店 2010 449375D S||579 

 
女性の仕事全ガイド : 就職・転

職・副収入 '14年版 

成美堂出版編集部編 成美堂出

版 

2012 464228H S||718||2012 

 
女性の職業のすべて [2014 年

版] 

女性の職業研究会編 啓明書房 2012 464682H S||772||2014 

       

 樟蔭学園と大阪関連本 

 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 最新大阪ものしり事典 創元社編集部編 創元社 1994 231126H 291.63||So27 

 
大阪「駅名」の謎 : 日本のルーツ

が見えてくる(祥伝社黄金文庫) 

谷川彰英著 祥伝社 2009 441690C 291.6304||Ta88 

 樟蔭学園 80周年記念誌  樟蔭学園 1997 424165H 377.28||Sh95 

 
樟蔭服装史 岩橋木綿子 岩橋木綿

子 

1994 237119H 383.1||I96 

 

東大阪市の建造物(わが街再発

見) 

 東大阪市

教育委員

会 

2002 369740B 521.86||H55 

 

樟徳館研究のあゆみ : 樟徳館

研究の推移と資料集成 

一棟宏子 [ほか著]/大

阪樟蔭女子大学インテ

リアデザイン学科住環

境デザインコース生活

環境学研究室・居住空

間学研究室編集 

大阪樟蔭

女子大学イ

ンテリアデ

ザイン学科

住 環境 デ

ザインコー

ス 生 活 環

境学研究

室・居住空

間学研究

室 

2008 456224B 521.86||I15 

 

大阪みてな帖 : 雑貨と喫茶とエ

トセトラ 

こけしマッチ制作所著 毎日コミュ

ニケーショ

ンズ 

2007 447261G R||279 

 天満のスイッち v. 1 天満スイッち編集室 組立通信 2007 447262E R||280 

 
大阪(ココミル:関西 2)  JTB パブリ

ッシング 

2012 463949J R||305||5-2 

 
大阪神戸 第 8 版(ブルーガイド. 

てくてく歩き:17) 

ブルーガイド編集部編

集 

実業之日

本社 

2013 467955F R||313||17 

 雑誌 

 

あまから手帖 : 大人の愉しい食

マガジン : amakara techo 18巻 3

号 

 クリエテ関

西 

2013 467192J  



 
大阪春秋 150号 大阪春秋社 大阪春秋

社 

2013 465492H  

 

るるぶ東大阪 通巻 4299号  日本交通

公社出版

事業局 

2012   

 視聴覚資料 

 
大正の女学生  : 昭和 51 年

(1976)(樟の葉蔭に:Vol. 1) 

[NHK制作] 樟蔭学園 2010 449122A DVD377.21||Sh96||

1 

 
創立当時の樟蔭学園 : 大正 9年

(1920)(樟の葉蔭に:Vol. 2) 

 樟蔭学園 2010 449123I DVD377.21||Sh96||

2 

 
体育行脚 : 昭和 4年(1929)(樟の

葉蔭に:Vol. 3) 

 樟蔭学園 2010 449124G DVD377.21||Sh96||

3 

 

 

 
 

各資格資料は上記リストより省略しています。 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページ、本学の資料を探す（ＯＰＡＣ）を使って検索してみよう！ 

 

 


