
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 場 所 

2022年 1月 11日（火）～1月 31日(月) 大学図書館 2階 閲覧室 

 

   

再発見！大阪の歴史と文化 

大阪の街の歴史と文化を再発見できる資料を展示してい

ます。 

大阪を舞台にした小説も読んでみるといつもの風景が違

って見えてくるかもしれません。 

ぜひお楽しみください。 

 

ブクログから展示資料一覧をご覧いただけます。 

大阪樟蔭女子大学図書館ブクログ 

https://booklog.jp/users/shoinlib?category_id=3311395&display=front


   

 

展 示 資 料 
大阪の歴史／文化／政治 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

ルポ労働格差とポピュリズム : 大阪で起きていること (岩波ブッ

クレット:No. 858) 

藤田和恵 岩波書店 2012 463702A 080||I95||R-858 

「街的 (まちてき)」ということ : お好み焼き屋は街の学校だ (講談

社現代新書:1856) 

江弘毅 講談社 2006 416292H 080||Ko19||A-1856 

「民都」大阪対「帝都」東京 : 思想としての関西私鉄 (講談社選書

メチエ:133) 

原武史 講談社 1998 355650G 080||Ko19||B-133 

どケチ人生の勧め : ケチは経済の知恵 (対話講座なにわ塾叢書:83) 吉本晴彦,中井 節雄 ブレーンセンター 2002 455899F 081||N48||83 

大大阪モダニズム遊覧 橋爪紳也 芸術新聞社 2018 484444B 216.3||H38 

モダン心斎橋コレクション : メトロポリスの時代と記憶 橋爪節也 国書刊行会 2005 484541C 216.3||H38 

大阪アースダイバー 中沢新一 講談社 2012 464127C 216.3||N46 

大阪遺産 薮田貫 清文堂出版 2020 489792H 216.3||Y12 

大阪の表現力 : 巨大看板から大阪弁までプレゼン都市の魅力を探

る (別冊アクロス時代を読むシリーズ:1) 

角野幸博 PARCO 出版局 1994 231367H 302.163||Ka14 

越境する民 : 近代大阪の朝鮮人史研究 杉原達 新幹社 1998 450677E 316.81||Su34 

誰が「橋下徹」をつくったか : 大阪都構想とメディアの迷走 松本創 140B 2015 484347J 318.263||Ma81 



大阪・焼跡闇市 : かつて若かった父や母たちの青春 大阪・焼跡闇市を記録する会 夏の書房 1975 449763F 332.163||O73 

スマホで見る阪神淡路大震災 : 災害映像がつむぐ未来への教訓 木戸崇之 西日本出版社 2020 489671I 369.31||Ki13 

大阪ミナミの子どもたち : 歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教

室の日々 

金光敏 彩流社 2019 484881B 369.41||Ki31 

街場の大阪論 (新潮文庫:こ-50-1, 8967) 江弘毅 新潮社 2010 448557C 382.1604||Ko11 

ごめんやす「おおさか弁」 朝日新聞大阪本社社会部 リバティ書房 1994 233781J 818.63||A82 

大阪弁「ほんまもん」講座 (新潮新書:160) 札埜和男 新潮社 2006 429351H 818.63||F52 

      

事典にない大阪弁 : 絶滅危惧種の大阪ことば 旭堂南陵 浪速社 2014 473418B 818.63||Ky4 

大阪弁おもしろ草子 (講談社現代新書:786) 田辺聖子 講談社 1985 258339J 818.63||Ta83 

大阪笑人物語 難波利三 新潮社 1985 040919H 913.6||N23 

大阪 岸政彦, 柴崎友香 河出書房新社 2021 489788J 914.6||Ki56 

大阪学 阪神タイガース編 (新潮文庫:お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-

41-4,お-41-5) 

大谷晃一 新潮社 1997 408422F B||6532 

大阪学 続 (新潮文庫:お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-41-4,お-41-5) 大谷晃一 新潮社 1997 408432C B||6546 

はじまりは大阪にあり (ちくま文庫:い-52-2) 井上理津子 筑摩書房 2007 434319B B||7500 

蔵出し名作吉本新喜劇花紀京岡八郎 花紀京・岡八郎  Yoshimoto R and 

C (発売) 

2010 490071F DVD775||Ku51||5 

蔵出し名作吉本新喜劇花紀京岡八郎 岡八郎 2  Yoshimoto R and 

C (発売) 

2010 490070H DVD775||Ku51||4 

蔵出し名作吉本新喜劇花紀京岡八郎 岡八郎 1  Yoshimoto R and 

C (発売) 

2010 490069D DVD775||Ku51||3 

蔵出し名作吉本新喜劇花紀京岡八郎 花紀京 2  Yoshimoto R and 

C (発売) 

2010 490068F DVD775||Ku51||2 

蔵出し名作吉本新喜劇花紀京岡八郎 花紀京 1  Yoshimoto R and 

C (発売) 

2010 490067H DVD775||Ku51||1 

 

 

     



大阪の食文化と観光 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

たこやき : 大阪発おいしい粉物大研究 (講談社文庫) 熊谷真菜 講談社 1998 264539E 383.8||Ku33 

大阪食文化大全 笹井良隆 西日本出版社 2010 451140J 383.8163||Sa73 

大阪料理 : 関西割烹を生み出した味と食文化 大阪料理会 旭屋出版 2017 479023F 383.8163||O73 

お好み焼 57 枚の思い出 : あの日、あの味、あの笑顔 (日本全国・お

好み焼エッセイ集:その 2) 

オタフクソース広報室 オタフクソース 2008 437033D B||7695 

あまから手帖 : 大人の愉しい食マガジン : amakara techo 24 巻 6

号 

クリエテ関西 クリエテ関西 2019 10010812B 5（雑誌） 

あまから手帖 : 大人の愉しい食マガジン : amakara techo 23 巻 3

号 

クリエテ関西 クリエテ関西 2018 10007244F 5（雑誌） 

あまから手帖 : 大人の愉しい食マガジン : amakara techo 25 巻 5

号 

クリエテ関西 クリエテ関西 2020 10013543J 5（雑誌） 

Savvy 37 巻 10 号 京阪神エルマガジン社 京阪神エルマガジ

ン社 

2021 10015453B 5（雑誌） 

Savvy 36 巻 6 号 京阪神エルマガジン社 京阪神エルマガジ

ン社 

2021 10011777F 5（雑誌） 

Savvy 37 巻 5 号 京阪神エルマガジン社 京阪神エルマガジ

ン社 

2021 10014360B 5（雑誌） 

Savvy 37 巻 9 号 京阪神エルマガジン社 京阪神エルマガジ

ン社 

2021 10015213J 5（雑誌） 

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 毎日コミュニケー

ションズ 

2007 447261G R||279 

大阪 (tab!tte:14)  昭文社 2014 472050E R||316||14 

大阪のトリセツ (地図で読み解く初耳秘話)  昭文社 2020 488116I R||341 

大阪 2 版 (ことりっぷ:[関西 3]) 昭文社出版編集部 / Store 昭文社 2012 464318G R||307||32 

御朱印でめぐる大阪兵庫の神社 :  週末開運さんぽ : 集めるごとに

運気アップ! (地球の歩き方. 御朱印シリーズ:23) 

ダイヤモンドビッグ社 ダイヤモンド・ビ

ッグ社 

2020 488388I R||306||23 



      

大阪を舞台にした小説 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

西鶴の感情 (講談社文芸文庫) 富岡多恵子 講談社 2009 439726G 908||K2||と A-8 

阪急電車 有川浩 幻冬舎 2008 434256J 913.6||A21 

女のいない男たち 村上春樹 文藝春秋 2014 470040G 913.6||M26 

仏果を得ず 三浦しをん 双葉社 2007 451323B 913.6||M44 

円卓 西加奈子 文藝春秋 2011 454897D 913.6||N41 

夫婦善哉 : 正続 : 他十二篇 (岩波文庫:緑(31)-185-2) 織田作之助 岩波書店 2013 481707J 913.6||O26 

私の大阪八景 改版 (角川文庫:20485) 田辺聖子 KADOKAWA 2017 484188D 913.6||T13 

細雪 改版 上巻 (新潮文庫:草-5-L,N,M, た-1-9, 10, 11) 谷崎潤一郎 新潮社 1967 481724J 913.6||T5||1 

細雪 改版 中巻 (新潮文庫:草-5-L,N,M, た-1-9, 10, 11) 谷崎潤一郎 新潮社 1967 481721E 913.6||T5||2 

細雪 改版 下巻 (新潮文庫:草-5-L,N,M, た-1-9, 10, 11) 谷崎潤一郎 新潮社 1967 481716I 913.6||T5||3 

大阪文学名作選 (講談社文芸文庫:[と A9]) 富岡多恵子 講談社 2011 483146C 913.68||To56 

大阪学 文学編 (新潮文庫:お-41-1,お-41-2,お-41-3,お-41-4,お-41-5) 大谷晃一 新潮社 1997 408421H B||6531 

卵の緒 瀬尾まいこ マガジンハウス 2002 413965I B||6785 

白夜行 (集英社文庫) 東野圭吾 集英社 2002 428041F B||7261||40 

春琴抄・吉野葛 (中公文庫) 谷崎潤一郎 中央公論社 1986 428052B B||7261||50 

あの頃ぼくらはアホでした (集英社文庫) 東野圭吾 集英社 1998 434354J B||7531 

さくら 西加奈子 小学館 2005 434936J B||7617 

ドリーマーズ (講談社文庫:[し-91-2]) 柴崎友香 講談社 2012 462184B B||8682 

兄 : かぞくのくに (小学館文庫:[や 23-1]) 梁英姫 小学館 2013 468351A B||9017 

ミュージック・ブレス・ユー!! (角川文庫:16884) 津村記久子 角川書店 /角川グ

ループパブリッシ

ング (発売) 

2011 468889J B||9043 

その街の今は (新潮文庫:8677, し-64-1) 柴崎友香 新潮社 2009 475307B B||9197 

銀二貫 (幻冬舎時代小説文庫:た-43-1) 

 

高田郁 幻冬舎 2010 476566E B||9244 



大阪的 (コーヒーと一冊:11) 江弘毅, 津村記久子 ミシマ社京都オフ

ィス 

2017 483326B B||9626 

ジョゼと虎と魚たち 犬童一心 アスミック  (発

売) 

2003 422965H DVD778||I58 

大阪弁ちゃらんぽらん 改版 (中公文庫:た-28-11) 田辺聖子 中央公論社 1997 420096J 田辺文庫||おお 

大阪ラビリンス (新潮文庫:10039, あ-46-32) 有栖川有栖, 宇野浩二, 横溝

正史, 織田作之助, 小松左京, 

堀晃, 田辺聖子, 有明夏夫, 岩

阪恵子, 芦辺拓, 柴崎友香 

新潮社 2014 471262F 田辺文庫||おお 

ジョゼと虎と魚たち (角川文庫:緑-314-18, 6619) 田辺聖子 角川書店 1987 420093E 田辺文庫||じょ 

  
 

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より、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 


