
【2022.6更新】

１限目　国語 タイトル 著者名 出版社名 出版年 請求記号 禁帯出 備考

大阪府のことば 平山輝男・郡史郎編 明治書院 1997年 N324

大阪辨の研究 前田勇 朝日新聞社 1949年 N324 禁帯出

大阪弁 前田勇 朝日新聞社 1977年 N324 1990年版

大阪ことば事典 牧村史陽編 講談社 1984年 N205 禁帯出 1998年版

大阪ことば学 尾上圭介 創元社 1999年 N324
講談社2004年
（文庫本も所蔵）

関西弁講義 山下好孝 講談社 2004年 N324

大阪弁おもしろ草子 田辺聖子 講談社 1985年 N324

大阪弁ちゃらんぽらん 田辺聖子 中央公論社 1981年 N324 1997年版

大阪のことば地図 真田信治監修 和泉書院 2009年 N324

２限目　社会 タイトル 著者名 出版社名 出版年 請求記号 禁帯出 備考

大阪近代史話 増補改訂 「大阪の歴史」研究会編 東方出版 1998年 N204

大阪の歴史 井上薫編 創元社 1979年 N205

大阪の歴史と文化 井上薫編 和泉書院 1994年 N205

大阪史蹟辞典 三善貞司編 清文堂出版 1986年 RN03 禁帯出

大阪市の歴史 大阪市史編纂所編 創元社 1999年 N205

新修大阪市史　全十巻 新修大阪市史編纂委員会 大阪市 N207 禁帯出 （1988年～1996年）

大林組百年史：1892-1991 大林組社史編纂委員会 大林組 1993年 R508 禁帯出 （書庫）

歴史

大阪検定公式テキスト「大阪の教科書 上級編」（創元社　2019年）に掲載されている「参考文献」の中で、大阪市立住まい情報センター・
住まいのライブラリーが所蔵する図書の一覧です。

大阪検定参考文献所蔵図書一覧



２限目　社会 タイトル 著者名 出版社名 出版年 請求記号 禁帯出 備考

毎日放送文化双書４　大阪の生産と交通 小林茂・脇田修 株式会社　毎日放送 1973年 N305 禁帯出

船場 宮本又次 ミネルヴァ書房 1960年 N304 禁帯出

キタ　中之島・堂島・曽根崎・梅田 宮本又次 ミネルヴァ書房 1964年 N502 禁帯出 2013年版

大阪名所むかし案内　絵とき「摂津名所図
会」

本渡章 創元社 2006年 N203

大阪古地図むかし案内　読み解き大坂大
絵図

本渡章 創元社 2010年 N203

大阪の橋ものがたり
伊藤純・橋爪節也・船越幹央・
八木滋

創元社 2010年 N501

大阪市の旧街道と坂道　増補再版 旧街道等調査委員会
（財）大阪市土木技術協会
（財）大阪都市協会

1987年 N501 禁帯出

大阪の歴史２７ 大阪市史編纂所編 大阪市史料調査会 1989年 N205 禁帯出

水都大坂を襲った津波
2012年改訂版

長尾武 2012年 N313 禁帯出

古地図が語る大災害 本渡章 創元社 2014年 N205

大阪遺跡 大阪市文化財協会編 創元社 2008年 N201

写真で見る大阪市１００年 （財）大阪都市協会 （財）大阪都市協会 1989年 ND02 禁帯出

３限目　体育 タイトル 著者名 出版社名 出版年 請求記号 禁帯出 備考

野球 写真集 おおさか１００年 サンケイ新聞社 サンケイ新聞社 1987年 ND02 禁帯出

米朝落語全集　第一巻 桂米朝 創元社 1980年 ND06 禁帯出

大阪人　【58-6】　2004年6月号 （財）大阪都市協会 （財）大阪都市協会 2004年 N325 禁帯出 「大阪相撲」

大阪の20世紀 産経新聞大阪　本社社会部 東方出版 2000年 N302

実記　百年の大阪 読売新聞大阪本社社会部編 朋興社 1987年 N205 禁帯出

地理

相撲

その他の
スポーツ



４限目
芸術・娯楽 タイトル 著者名 出版社名 出版年 請求記号 禁帯出 備考

写真で見る大阪市１００年 （財）大阪都市協会 （財）大阪都市協会 1989年 ND02 禁帯出

写真集 おおさか１００年 サンケイ新聞社 サンケイ新聞社 1987年 ND02 禁帯出

昭和上方笑芸史 三田純市 學藝書林 1993年 ND06 1995年版

上方落語家名鑑ぷらす上方噺 やまだりよこ 出版文化社 2006年 ND06

昭和上方笑芸史 三田純市 學藝書林 1993年 ND06 1995年版

米朝・上岡が語る昭和上方漫才 桂米朝・上岡龍太郎 朝日新聞社 2000年 ND06

定本　織田作之助全集　第八巻 織田作之助 文泉堂出版 1976年 ND05 禁帯出 1995年版

大阪自叙伝 藤沢桓夫 朝日新聞社 1974年 ND05
1981年版
（中公文庫）

漫画 大阪のまんが（「大阪力事典」）
村上知彦（「大阪力事典」橋
爪紳也監修、大阪ミュージアム
文化都市研究会編）

創元社 2004年 N301
大阪力事典「喜怒
哀楽の芸能・文化」

木村蒹葭堂 　なにわ知の巨人 大阪歴史博物館編 思文閣出版 2003年 N303

大大阪イメージ 橋爪節也編 創元社 2007年 N301

モダン道頓堀探検 橋爪節也編 創元社 2005年 N322

モダン心斎橋コレクション 橋爪節也 国書刊行会 2005年 N301

文楽・歌舞伎

漫才

美術

落語

文学



５限目　生活 タイトル 著者名 出版社名 出版年 請求記号 禁帯出 備考

写真で見る大阪市１００年 （財）大阪都市協会 （財）大阪都市協会 1989年 ND02 禁帯出

花の下影
岡本良一監修、朝日新聞阪神
支局執筆

清文堂出版 1986年 N203 禁帯出

近世「食い倒れ」考 渡邊忠司 東方出版 2003年 N322

今も伝わる大阪のごはんとおかず 宮本智恵子編 創元社 1986年 N322

なにわ野菜　割烹指南 上野修三 クリエテ関西 2007年 N322 禁帯出

なにわ大阪の伝統野菜 なにわ特産物食文化研究会編 農山漁村文化協会 2002年 N322

日本の食生活全集27　聞き書大阪の食事
「日本の食生活全集　大阪」編
集委員会編

農山漁村文化協会 1991年 N322

小林カツ代の「おいしい大阪」 小林カツ代 文藝春秋 2008年 NT04

はじまりは大阪にあり 井上理津子 筑摩書房 2007年 N301

大阪の祭 旅行ペンクラブ編 東方出版 2005年 N323

祭礼行事　大阪府 高橋秀雄・森成元編 桜楓社 1993年 N323 禁帯出

大阪史蹟辞典 三善貞司編 清文堂出版 1986年 RN03 禁帯出

日本歴史地名大系第28巻　大阪府の地
名　Ⅰ・Ⅱ

㈲平凡社地方資料センター 平凡社 1986年 N205 禁帯出 全二冊

※「禁帯出」とあるものは館内閲覧のみで、貸出はできません。

食文化

年中行事・
祭り他
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