
NO. 分類Ⅰ 分類Ⅱ 書籍名 著者 出版社
1 その他 陶(ｽｴ)氏より陶山(ｽｴﾔﾏ)氏へ 陶山保次郎
2 その他 自然のめぐみや喜びを売る人 今井美沙子 ㈱理論社
3 その他 時雨旅 原桂一郎 ㈱新風書房
4 その他 人間賛歌　宮岡公夫の人生 宮岡公夫
5 その他 陶山保次郎　翁 陶山保次郎 陶山幸彦

6 その他
学問の最前線
大阪市立大学文化交流センター
開設10周年記念講演集

鈴木貞義 ㈱文化書房博文社

7 その他 生かされてきた日々　私の履歴書 春名和雄
8 その他 佐伯祐三 阪本勝 ㈱日動出版部
9 その他 大阪国税局管内各税務署職記録 財)納税協会連合会
10 その他 防災管理法令集 大阪市防災管理協会
11 その他 随想　続渋柿 法宗玄教 法宗玄教
12 その他 大才中才小才 鳥井道夫 ㈱ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社
13 その他 心の交わう人達から 松田敏夫 但馬印刷㈱
14 その他 歌舞伎の構造 服部幸雄 中央公論社
15 その他 一旒の仲間たち 今西保彦　他 凸版印刷
16 その他 後悔図鑑 航海訓練所 海文堂出版
17 その他 訂修　官職要解（全） 和田英松 三樹彰
18 その他 宝永　花洛細見図
19 その他 民法1統則 遠藤浩　他5名 株式会社有斐閣
20 その他 読史備要 東京大学史料編算所 講談社
21 その他 第二十一版大衆人事録西日本編 廣瀬弘 東京銀座帝国秘密探偵社
22 その他 新編姓氏家系辞書 太田亮 秋田書店
23 その他 家紋事典 大隅三好 金園社
24 その他 マイペディア小百科事典 下中弘 平凡社
25 その他 日本の名酒 稲垣真美 ㈱新潮社
26 その他 ちぬの海 敷田年博 修明社製本社
27 その他 日本の財団 林雄二・山岡義則 中公新書
28 その他 地図のたのしみ 堀淳一 河出書房新社
29 その他 全4巻 官子譜 陶式玉 東洋文庫
30 その他 暮らしの医学大百科総合索引 品川恵保 ユーキャン

31 その他
暮らしの医学大百科1
人体のしくみ

品川恵保 ユーキャン

32 その他
暮らしの医学大百科2
診断と治療1

品川恵保 ユーキャン
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33 その他
暮らしの医学大百科3
診断と治療2

品川恵保 ユーキャン

34 その他
暮らしの医学大百科4
運動と栄養

品川恵保 ユーキャン

35 その他
暮らしの医学大百科5
心と健康

品川恵保 ユーキャン

36 その他
日本縦断ローカル線の旅
上巻東日本編

品川恵保 ユーキャン

37 その他
日本縦断ローカル線の旅
下巻西日本編

品川恵保 ユーキャン

38 その他
別冊日本の名庭
散策地図帖
写真日竎貞夫

品川恵保 ユーキャン

39 その他 全2巻 空から見た日本 品川恵保 ユーキャン

40 その他
空から見たわが町
都道府県庁所在地の空を飛ぶ

品川恵保 ユーキャン

41 その他 日本の野鳥 浜口哲一他3名 山と渓谷社
42 その他 日本の樹木 川崎吉光 山と渓谷社
43 その他 日本の野草 川崎吉光 山と渓谷社
44 その他 全3巻 城 品川恵保 ユーキャン

45 その他
国際花と緑の博覧会写真集
咲いた実ったEXPO90

大阪都市協会 大阪都市協会

46 その他 快適な街づくり　20年の歩み (財)大阪市土木技術協会
47 その他 懐徳堂　近世大阪の学校 大阪市立博物館
48 その他 私の履歴書　ｳｲｽｷｰ造り一筋 竹鶴正孝 日経新聞
49 その他 鼓銅圖録　完 蜀山人 浪華住友氏蔵版
50 その他 秘境の旅 藤岳彰英 ㈱保育社
51 その他 漫画悟空東遊記 宮尾しげを 草文社
52 その他 漫画物語　輕飛輕助 宮尾しげを 大日本雄辯會
53 その他 猿飛佐助漫遊記 宮尾しげを 磯部甲陽堂
54 その他 続三菱銀行史 調査部銀行史編算室 ㈱三菱銀行
55 その他 松竹80年史 松竹㈱

56 その他 2冊組
精選美しき日本の自然
東日本編・西日本編

柴野次郎 朝日新聞社

57 その他
美しき日本の自然
自然風景を訪ねる

品川恵保 ユーキャン

58 その他 平成4年分評価倍率表 （財）納税協会連合会
59 その他 全2巻 沿線価図　大阪府 （財）納税協会連合会
60 その他 日本上代の武器 末永雅雄 弘文堂
61 その他 和魂漢才字典 藤堂明保 太陽神戸銀行



62 その他 日本路面電車変遷史 高松吉太郎 田中隆三
63 その他 日本上代の甲冑 末永雅雄 創元社
64 その他 1-6巻 尋常小学終身書 文部省 日本書籍㈱
65 その他 見る知る楽しむ
家紋の事典 真藤建志郎 ㈱日本実業出版社
66 その他 日本運ぶエピソード史 大庫典雄 オークラ運輸㈱

67 その他 鉄道兵回想記
鉄道部隊創立88周年記念号 吉田釧他3名
全国鉄道連隊連合会
関東連合会

68 その他 南海沿線百年誌 南海電気鉄道㈱
69 その他 のらくろ漫画全集 田河水泡 講談社
70 その他 日本の鉄道と時刻表 高松吉太郎 ㈱新人物往来社
71 その他 日本街道の旅
鑑賞の手引 ユーキャン
72 その他 世界一周鉄道の旅
鑑賞ガイド 品川恵保 ユーキャン
73 その他 ボタンとわが人生 嵐豊市 嵐ボタン㈱
74 その他 自分史 嵐豊三 リトルガリヴァー社
75 その他 超人俳聖　瀧瓢水 瀧瓢水句碑建設委員会
76 その他 小島康秀のやさしい簿記ゼミナール 小島康秀 ㈱カナリア書房

77 その他 メディカルほっとライン第7号 吉岡敏治
大阪府立
急性期総合医療センター

78 その他 グラフ立山・黒部アルペンルート 立山黒部観光㈱

79 その他 以徳報怨
蒋介石先生の
遺徳を顕彰する会

80 その他 鉄道兵回想記 戸田充人 浪鉄会鉄道兵回想記刊行会
81 その他 世界の動物・分類と飼育 今泉吉典 社団法人動物園協会
82 その他 大阪府立貿易専門学校50年の歩み 50ｼｭｳﾈﾝｷﾈﾝｼﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ
83 その他 NDC日本十進分類江新訂8版 もりきよし 社団法人日本図書館協会
84 その他 犬を飼う知恵 平岩米吉 池田喜久敏
85 その他 日本の路面電車 鈴木晴一 ㈱徳間書店小金井道宏
86 その他 最新地形図入門 五百沢智也 山と渓谷社
87 その他 碓氷峠・足柄峠への古道 蜂矢敬啓 高文堂出版社
88 その他 地図がぜんぶわかる本 西村蹊二 日本交通公社出版事業局
89 その他 地図「遊び」からの発送 堀淳一 講談社現代新書
90 その他 分類という思想 池田清彦 新潮選書
91 その他 全5巻 大日本人名辞書 講談社
92 その他 地名用語語源辞典 楠原佑介・ 溝手理太郎 東京堂出版
93 その他 日本交通史の研究 本庄榮治郎 改造社
94 その他 近世交通史研究 黒羽兵治郎 日本評論社
95 その他 東京大学公開講座　道 森亘　代表 東京大学出版会
96 その他 日本交通史論叢 大島延次郎 法政大学出版局

97 その他
地方文化の日本史
古代文化と地方

門脇禎二 文一総合出版



98 その他 おふくろの味 土井勝・土井信子 創元社

99 その他
図書館学
演習資料後編

全国学校図書館協議会

100 その他 土井勝の中国式おそうざい 土井勝 土井勝料理学校
101 その他 土井勝の洋風おそうざい 土井勝 土井勝料理学校
102 その他 あえもの酢のもの 土井勝 土井勝料理学校
103 その他 土井勝お正月料理 土井勝 土井勝料理学校
104 その他 蒸しもの 土井勝 土井勝料理学校
105 その他 ごはんめん 土井勝 土井勝料理学校
106 その他 日本料理若い世代のために 土井勝 講談社インターナショナル


