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本会のマークは「真理」を象徴する. 女神が右手にもつ太陽（真理）の光は、ペンと本を介して地球の人びとにあま
ねく及ぶ. OSUPはOsaka University Pressの略称号. イタリアの美術史家チェザーレ・リーパが著した『イコノ
ロギア』（1593年）を基に、UPの使命をイメージし、辻村紀子がデザイン化した.
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不透明の彼方の作家ケジラハビ スワヒリ語文学界の挑発者
小野田風子　著
A5・上製・386頁　定価（本体6,300円＋税）　ISBN978-4-87259-758-5　C3098［2022］

自由詩と実験的小説を確立させた，現代スワヒリ語文学の代表的作家であ
るE. ケジラハビ（1944-2020）について，作品群を読み解きながらその全
体像に迫る．日本で初めての包括的かつ網羅的な現代スワヒリ語文学作家
論で，今後の指針となる画期的な研究書．スワヒリ語の言語学的特徴やス
ワヒリ語の口承文芸，詩，散文の成り立ちや受容にページを割き，日本語
で読める唯一のスワヒリ語文学小史としても重要な1冊．

リフレクティブ・ダイアローグ 学習者オートノミーを育む言語学習アドバイジング

加藤聡子，ジョー・マイナード　著／義永美央子，加藤聡子　監訳
A5・並製・408頁　定価（本体4,000円＋税）　ISBN978-4-87259-762-2　C3080［2022］

言語学習者に対してどのようにアドバイジングを実施するかを，実際のア
ドバイジング場面の豊富な用例に基づき示したもので，「言語学習アドバイ
ジング入門」として最適．アドバイザーの養成や研究の方法についても詳
細に解説されており，多くのニーズに応えた内容．Reflective Dialogue: 
Advising in Language Learning（Routledge, 2016）の翻訳． 

（英文）Emergent Bilinguals and Educational Challenges at Pubulic Schools in Japan
A longitudinal study of first- and second-generation Chinese children’s bilingual proficiency

真嶋潤子　編著
菊・上製・136頁　定価（本体8,000円＋税）　ISBN978-4-87259-742-4　C3037［2022］

日本社会における喫緊の課題の一つである「日本語指導が必要な児童生徒」
へのより良い教育に向けて，大阪の中国ルーツの子どもが多い公立小学校で
の教育実践と二言語力調査に基づいて，「何もなくさない」全人的な教育に対
する姿勢や環境整備のあり方を発信する．『母語をなくさない日本語教育は可
能か―定住二世児の二言語能力―』（2019年，大阪大学出版会）の英語版．

Osaka University Press
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9784872597424

1923037080007

ISBN978-4-87259-742-4

C3037 ¥8000E

定価（本体8,000円＋税）

学力格差を克服する学校文化 効果のある学校のエスノグラフィー

西　徳宏　著
A5・上製・446頁　定価（本体6,300円＋税）　ISBN978-4-87259-743-1　C3037［2022］

格差社会のなかで実現される公正な学校教育とは何か．「効果のある学校」
が持つ文化の成立と継承の実態を描き出す．「誰も見捨てない」独自の教育
理念が継承されている「効果のある学校」の特徴の検証，学校内部の組織
体制と外部諸機関との連携構造分析，教員集団の職業的社会化プロセスの
解明を行う．今を生きるすべての子どもたちの教育を保障する仕組みとは．
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未来志向の大学入試デザイン論
大阪大学 高等教育・入試研究開発センター　編
A5・並製・320頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-750-9　C3037［2022］

大阪大学高等教育･入試研究開発センターによる調査・研究をもとに，日
本の大学入学者選抜の「ニューノーマル」を提示する．大学入学者選抜に
携わる大学教職員（アドミッション・オフィサー），進路指導を担う高校教
員に向け，入学者選抜の歴史・政策，海外の状況，最新動向，入試広報や
DX（デジタル・トランスフォーメーション）の導入，問題作成，多面的・
総合的評価の設計，書類・面接審査の実施方法などを具体的に示す．

人工妊娠中絶をめぐる心のケア 周産期喪失の臨床心理学的研究

管生聖子　著
A5・上製・204頁　定価（本体4,400円＋税）　ISBN978-4-87259-749-3　C3011［2022］

近年，周産期喪失に対しての心理的ケアの必要性が認識されつつあるが，
人工妊娠中絶体験者の語りについてはタブー視されがちである．その現状
に一石を投じるべく，インタビュー調査や質問紙調査をもとに体験者の語
りを分析．心理的揺れと収まりを繰り返しながら人工死産を受け止め，自
己の回復を目指す当事者に，どのような心理的ケアが必要かつ可能なのか
を探る．周産期医療現場の臨床心理士，助産師，看護師必読．

シリーズ人間科学7

争う
栗本英世，モハーチ・ゲルゲイ，山田一憲　編
四六・並製・222頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-624-3　C1330［2022］

人間とは争う動物である．21世紀までに経験した多様な争いは単なる「生
存競争」にとどまらない様相を呈している．本書では，教育学，心理学，
文化人類学，動物行動学，共生学等，様々な専門分野から「争い」にアプ
ローチする．人間同士，人間と自然など，様々なレベル・主体間の争いも
描かれる．争う動物である人間は，他の存在との共存や共生を実現するこ
とができるのか．人間科学にとって根源的な問いに挑戦する．

介護サービスと市場原理 効率化・質と市民社会のジレンマ
金谷信子　著
A5・上製・266頁　定価（本体4,200円＋税）　ISBN978-4-87259-744-8　C3036［2022］

本書は準市場化された日本の介護保険サービス事業の導入から最近までの
非営利組織と営利組織の行動を分析し示したものである．準市場化された
日本の介護保険サービスは期待された役割を果たしたのか．営利法人と非
営利法人のサービスの質の相違，利益拡大と効率化のメリットとデメリッ
ト，介護職員が理想とするケアと利用者への公平性の保持など．市民社会
に与えてきた影響を検証する．

9784872597448

1923036042006
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赤ちゃん審査会というメディア・イベント 写真帖が語る近代日本の児童保護と社会事業

大出春江　著
B5・並製・364頁　定価（本体5,800円＋税）　ISBN978-4-87259-754-7　C3036［2022］

乳幼児保護を目的として戦前に大阪府堺市で開催された「赤ちゃん審査会」
の記録写真帖の復刻，およびこのメディア・イベントの社会的背景，意義
等を歴史社会学的に考察した論考の二部から構成される．貴重な記録写真
とそれに基づく考察を通し，日本の近代化と戦時体制への人々の動員と社
会変化を理解することができるだろう．乳幼児死亡率の低下と人口増加達
成の媒介のために産婆が果たした役割にも焦点を当て考察する．

シリーズ人間科学8

住む・棲む
檜垣立哉　編
四六・並製・220頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-625-0　C1330［2022］

建物に「住む」ことと，場所・人間関係・環境において「棲む」ことの交
点を掘り下げる．近代的建築様式と「住む」，建物にこだわらない住居の可
能性のほか，認知症高齢者の暮らしと住まいを考える．さらに，家庭内暴
力，移民，アーティストの事例から「イエ」や住まうことの意味，住居と
いう場の多重性を考察し，現実世界以上の居場所となりつつあるインター
ネット空間，さらに生物全般の棲まう場所としての地球を考え直す．

清代回疆社会経済史研究
堀　直　著
A5・上製・450頁　定価（本体8,200円＋税）　ISBN978-4-87259-746-2　C3022［2022］

新疆ウイグル自治区南部「回疆」のオアシス社会と暮らし，経済を解き明
かす．交通・貨幣・官僚・徴税といった清朝の回疆統治の諸制度の運用を
明らかにし，灌漑農業と水利システムの実態解明に挑む．さらに，オアシ
ス都市の構造・施設・機能を復原したうえで，そこに生きた人々の生活を
垣間見る．新疆ウイグル自治区での中国政府の抑圧的な統治政策をめぐる
諸問題の本質的な理解に繋がる，回疆の知られざる社会像．

外国人介護士と働くための異文化理解
渡辺　長　編
A5・並製・304頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-87259-751-6　C1036［2022］

外国人介護士を受け入れる際に最も重要なのは，日本人に特化した感覚を
自覚し，彼らの文化と行動を理解することである．本書では，外国人介護
士の行動の背景にある文化を正しく理解し，身に付けるためのヒントを伝
授する．介護制度の背景や制度比較のほか，死生観，介護観の違いに基づ
く指導上のポイントも解説する．介護現場で使える英語・インドネシア語・
ベトナム語・ミャンマー語の用語リスト付き．
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かかわりあいの人類学
栗本英世，村橋　勲，伊東未来，中川　理　編著
A5・並製・312頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-745-5　C3039［2022］

人類学の基本であるフィールドワークは，文化・社会的背景の異なる他者
と長期間接して他者を深く理解し，自己も変容する「かかわりあい」の営
みである．他の人文学・社会科学と異なるこの人類学の特質には，どのよ
うな意味があるのか．本書は，かかわりあいをテーマとする最初の人類学
書として，フィールドワークにおける学びや気づき，発見を伝授する．人
類学の入門書，異文化理解・他者との共生を考える実践書として最適．

市民のための歴史学 テーマ・考え方・歴史像
桃木至朗　著
A5・並製・402頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-756-1　C1020［2022］

古い知識の問題点や新しい歴史学の面白さを取り上げた「課題」や「資料」
から歴史学の意味を再考し，「歴史の公式」で歴史学の基本を押さえたうえ
で新しい世界史像を学び，汎用的な歴史的思考力を身に着ける．教科書の
背景にある歴史学の考え方や動向を理解して，現代の諸課題に対して眼前
の世界や常識に縛られずに考える批判的精神を身に着ける．大好評『市民
のための世界史』に次ぐ，今を生きるための歴史学入門．

ISBN978-4-87259-756-1
C1020 ¥2500E

アーミッシュキルトを訪ねて 照らし出される日々の居場所へ
鈴木七美　著
A5・並製・310頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-87259-760-8　C3077［2022］

美しいステッチと鮮やかな色合いの幾何学模様のベッドカバーやマットな
どとして作られてきたアーミッシュキルト．260年以上前に信教の自由を求
めて北米に渡ったアーミッシュの人々が大切にする，誰一人として見捨て
ない決意，かれらの生き方やコミュニティのあり方とキルトとのかかわり
を伝える．

宇宙の研究開発利用の歴史 日本はいかに取り組んできたか
渡邉浩崇　編著
A5・上製・460頁　定価（本体6,300円＋税）　ISBN978-4-87259-748-6　C3030［2022］

アポロ計画などの宇宙開発史・宇宙科学技術史，ソ連の人工衛星打ち上げ
に端を発する宇宙法制史・宇宙政策史，宇宙計画を支えてきた各企業の宇
宙産業史から，日本・世界の宇宙政策や宇宙計画に関する歴史の全体像を
提示する．
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民衆たちの嘆願 ヘレニズム期エジプトの社会秩序
石田真衣　著
A5・上製・272頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-87259-757-8　C3022［2022］

ヘレニズム時代のエジプト社会の紛争解決において，様々な手段を戦略的
に利用する民衆たちの姿を明らかにする．ギリシア語嘆願書のみならず，
デモティック嘆願書や和解宣誓書，各言語の裁判記録など，紛争解決に関
連する740点余の法的資料を包括的に活用・分析．古代エジプト社会がヘレ
ニズムという文化・社会現象をとおして，いかなる変容を遂げたのかをも
示す．巻末に，プトレマイオス朝期エジプトの嘆願書一覧を収録．

古墳時代の葬制秩序と政治権力
上田直弥　著
B5・上製函入・376頁　定価（本体7,200円＋税）　ISBN978-4-87259-765-3　C3021［2022］

全国にある古墳時代前半期の竪穴式石室や粘土槨などの埋葬施設に焦点を
当て，その構造から共通性・地域性を抽出．当時の有力階層がどのような
政治ネットワークを形成していたのかを復元する．また，古墳時代の開始
期から横穴式石室の出現期までの変遷を考察することで，古墳の成立から
盛行，消滅までの軌跡を浮き彫りにする．国内史のみならず世界史のなか
で，古墳時代がもつ歴史的意義を考察するための重要な作業の成果．

大阪大学
出版会
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弥

古墳時代の葬制秩序と政治権力

上田　直弥

大阪大学出版会

ISBN978-4-87259-765-3

C3021 ￥7200E

定価（本体7,200円＋税）

移民が移民を考える 半田知雄と日系ブラジル社会の歴史叙述
フェリッペ・モッタ　著
A5・上製・318頁　定価（本体5,500円＋税）　ISBN978-4-87259-759-2　C3020［2022］

子ども移民としてブラジルに渡り，日系ブラジル社会について生涯にわた
り思考し，表現した画家・移民知識人である半田知雄（1906～1996）の芸
術的営為，思想を跡づける．これまで参照されてこなかった豊富な一次資
料を活用し，日系ブラジル社会において「移民」という歴史的事象がいか
に論じられてきたかを追うとともに，半田に注目することにより移民知識
人の姿を活写する．

大阪大学法史学研究叢書3

近代日本の行政争訟制度
小野博司　著
A5・上製・580頁　定価（本体7,800円＋税）　ISBN978-4-87259-752-3　C3032［2022］

明治国家期の行政争訟制度に対する理解の刷新を目指す．未公刊資料も用
い，行政裁判所の実像に迫り，行政裁判権の拡充強化のために行政裁判法
の改正を推進していたことを明らかにする．これまで知られてこなかった
外地（台湾，朝鮮）及び満洲国の行政争訟（制度）の成立とその運用実態
を論じ，新たな近代日本行政争訟制度の「姿」を描写する．
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大阪大学新世紀レクチャー

日本国憲法を考える　第４版
松井茂記　著
四六・並製・308頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-764-6　C3032［2022］

憲法や法律を学ぶことは，暮らしの実践知を求めることだという姿勢のも
と，初めて日本国憲法を学ぶ人のために，具体的な事例からまとめた一冊．
重要なエッセンスは網羅しつつ，日本国憲法の多様な捉え方にも触れるこ
とができる．第4版では，新たに大規模自然災害や新型コロナウイルス感染
症に関する「緊急事態」の章を追加．各章末には「考えてみましょう」の
項目を付し，今生きる私たちのための日本国憲法のあり方を考える．

大阪大学法史学研究叢書4

近代日本における勧解・調停 紛争解決手続きの歴史と機能
林真貴子　著
A5・上製・392頁　定価（本体6,400円＋税）　ISBN978-4-87259-753-0　C3032［2022］

維新混乱期の勧解，1920年代の借地借家調停制度および1930年代の金銭債
務調停制度を中心として，調停制度が果たした具体的な機能・歴史的役割
を明らかにする．司法統計を用いての調停制度利用における量的側面の分
析を行うと共に，各調停制度の導入経緯や紛争解決の実態を実証的に示し
た．これまでの調停制度の捉え方に対する批判的検討を行い，日本の調停
制度の新たな視角を提示する．

はかせのわくわく科学絵本

ねえねえはかせ、ぼくたちはどうやって免疫に守られてるの？ 免疫細胞たちのおしごと
熊ノ郷淳　監修／野口　悦　原案・作／髙岡　円　絵
A4横変判・上製・32頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-761-5　C8747［2022］

ウイルスや細菌などの外敵が体の中に侵入したとき，どうやって免疫で体
が守られているのかをやさしく学べる絵本です．免疫のしくみ，免疫細胞
の種類とそれぞれの仕事を子どもたちにも知ってもらうことは，自分の体
を守るために大切です．アイルくんは免疫細胞たちを応援するために，自
分ができることも教えてもらいます．初版第1刷は付録ポスター付．

監修　熊ノ郷 淳　　原案・作　野口 悦　　絵　髙岡 円
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大阪大学出版会定価（本体1,800円+税）
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束10mm折り返し175mm 260mm 260mm 折り返し175mmミゾ7mm

実践細胞診テキスト 改訂版 初心者からエキスパートまで
松浦成昭　監修／南雲サチ子，森井英一　編著
B5・並製・424頁　定価（本体12,000円＋税）　ISBN978-4-87259-755-4　C3047［2022］

細胞像のクオリティに細心の注意を払い，経験に基づく鑑別所見も多く記
載された，好評を博した初版を，執筆陣に新メンバーも加わり，細胞診を
とりまく状況の進展に合わせて改訂．本書は細胞検査士を目指す初学者か
ら現場で活躍するエキスパートまで，各症例の多数の細胞像で実践的な細
胞のみかたを日常的に確認でき，細胞検査士がスキルアップしながら使え
るテキストである．
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緒方洪庵全集第五巻

書状（その二）その他文書 （附）適塾姓名録
適塾記念会緒方洪庵全集編集委員会　編
A5・上製・660頁　定価（本体13,000円＋税）　ISBN978-4-87259-741-7　C3321［2022］

第四巻に収録した箕作秋坪宛書状を除く全書状，適塾を移転させたときに
要した諸費用を書いた帳面などの洪庵自筆文書，洪庵の署名がある除痘館
関係文書，附録「適塾姓名録」を収録した．
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ハイデガー ポスト形而上学の時代の時間論
入谷秀一　著
四六・上製・260頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-263-4　C3010［2008］

アリストテレスの残響を揺曳し成立した『存在と時間』はニーチェとの対
決により劇的に変容し，その時間論はヘルダーリンを介して再びアリスト
テレスと対峙する．
若き俊英による画期的・決定的なハイデガー論．
【主要目次】　ハイデガーの時間論の起源と展開／有限性／分裂する時間論
の地平／差異の横断／総括と展望

阪大リーブル10

ロシア　祈りの大地 
津久井定雄，有宗昌子　編
四六・並製・290頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-247-4　C1314［2008］

無神論の国ソ連からキリスト教国への変貌をとげたようにみえるロシアの
現状を，多様な信仰のありさま，その周辺の複雑な状況を点描することに
より，実感をもってうかびあがらせるロシアの心のスケッチ集．
【本書の内容】正教と教育／祈りの言語／映画と宗教／作家と教会／少数民
族の正教／古儀式派に生きる／ロシア人ユダヤ教徒の行き先／プロテスタ
ントの絆／グルジアの篤き信仰／ロシアからきたイスラーム／晶子らのニ
コライ堂

シリーズ臨床哲学1

ドキュメント臨床哲学
鷲田清一　監修／本間直樹　ほんま　なほ，中岡成文　編
四六・並製・310頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-354-9　C3010［2010］

日本初の専門分野「臨床哲学」．医療・看護・介護・教育・学生・一般市民
と共に展開する新しい哲学は，哲学界のみならず異なる分野にも多大なイ
ンパクトを与え続けてきた．臨床哲学とはどのような活動で，どのような
変遷をとげてきたのか．様々な実践を重ね，経験を積み上げてきた主要メ
ンバーの論考と，周辺で見守り，ともに歩んできた関係者の証言で綴る，
大阪大学に発足して10年を過ぎ，ついに示されるマニフェスト．

ニーチェの歴史思想 物語・発生史・系譜学
須藤訓任　著
A5・上製・434頁　定価（本体5,200円＋税）　ISBN978-4-87259-389-1　C3010［2011］

「物語（ストーリー）なきあとに歴史（ヒストリー）は可能か」若き日の問
題作『悲劇の誕生』から最晩年の『道徳の系譜』や「ヴァーグナーの場合』
まで，ニーチェ全著作を膨大な遺稿群も含めて隅々まで踏破し，ニーチェ
思想のたどり着いた「偶然としての歴史」の方法論と射程の全貌を，大胆
な理論構成と緻密なテクスト読解によって描きつくす．ついに明かされた
その思想の秘密．
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阪大リーブル34

試練と成熟 自己変容の哲学
中岡成文　著
四六･並製･216頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-316-7　C1310［2012］

人生は常に試練にさらされ，変容を迫られている．そのとき変容をどう受
け止め，もちこたえ，「成熟」に至るか．学生や社会人との対話や臨床の現
場から，自己の中の他考を見つめ，人間の変容の意味と可能性を考える．
生き直すための心揺さぶる数々のヒントがここにある．臨床哲学の広がり
と深まり．

生命と倫理の原理論 バイオサイエンスの時代における人間の未来
檜垣立哉　編
A5･並製･222頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-348-8　C3010［2012］

このテーマの第一人者が一堂に会し，最重要の多角的な議論を展開する．
Ⅰ「日本の生命倫理を総括する」（加藤尚武・檜垣立哉往復書簡），Ⅱシン
ポジウム「21世紀における生命と倫理」（中村桂子，米本昌平），Ⅲ「〈放射
能国家〉の生政治」（金森修），Ⅳ「生命倫理の原理論」（権藤恭之，重田
謙，入谷秀一，平田雅之，丸田健）の内容．大阪大学最先端ときめき研究
推進事業．混迷する現代に人間の希望をいかに見だすか．

メルロ=ポンティの空間論 
家高　洋　著
A5・上製・244頁　定価（本体3,800円+税）　ISBN978-4-87259-453-9　C3010［2013］

メルロ=ポンティは空間の問題系を身体的主体の時間性から「解明」しよ
うとした．だが『知覚の現象学』には，身体的主体と視野全体の諸対象と
の相互的構成の空間システムという別の可能性が存する．中期言語論や逆
さめがねの実験を手がかりにメルロ=ポンティ思想に対する新解釈が示さ
れ，空間の諸問題に関する思想史的な解明が導き出される．空間経験に関
するシステムと主体との現象学的関係を提示する，独創性豊かな新知見．

かたちある生 アドルノと批判理論のビオ・グラフィー
入谷秀一　著
A5・上製・412頁　定価（本体6,800円+税）　ISBN978-4-87259-419-5　C3010［2013］

アドルノは「アドルノ」から何を学び，何を学ぶことを拒否したのか?権
力，物語，教育，そして倫理の根源ともいうべきこのアポリアを，アドル
ノを中心にした批判理論の系譜から読み解く．カント，ワーグナー，ニー
チェ，ハーバーマス，サイード，ホネット，デリダ，バトラー．難解で知
られるフランクフルト学派最重要人物の思想を膨大な文献と大胆な人物相
関図から徹底的に論じ，ビオグラフィーの哲学という新地平を切り開く．
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ドーナツを穴だけ残して食べる方法 越境する学問　　　　─穴からのぞく大学講義

大阪大学ショセキカプロジェクト　編
A5・並製・274頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-87259-470-6　C0000［2014］

大阪大学が擁する幅広い研究分野を魅力的に紹介し，学問の懐の深さと考
える愉しみを伝える出版＆新しいスタイルの教育プロジェクト「ショセキ
カ」．「ドーナツを穴だけ残して食べる方法とは？」という学生たちの素朴
な問いに，文理を問わず多彩な研究分野の大阪大学教員たちが挑む．常識
を疑い，当たり前を覆すのが学問の醍醐味．ドーナツの穴から広がる奥深
い知の世界に踏みこんだアカデミックでユニークな回答に乞うご期待．

竹簡学 中国古代思想の探究
湯浅邦弘　著
A5・上製・348頁　定価（本体5,200円＋税）　ISBN978-4-87259-475-1　C3022［2014］

中国で近年，竹簡が7000枚あるいは10万枚という大量の単位で出土し，材
質調査によって紀元前のものであることが明らかになっている．それらは，
中国の大学や研究機関において精力的に研究が進められている．著者は，
この新出土文献の日本では数少ない研究者の一人であり，資料状況や内容
などを精緻に紹介し，伝世文献のみでは解明できなかった部分に鋭く切り
込み，中国古代思想史の見直しを図る貴重な研究成果である．

シリーズ臨床哲学2

哲学カフェのつくりかた 
鷲田清一　監修／C

カフェ

afé P
フィロ

hilo　編
四六・並製・344頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-467-6　C3010［2014］

フランスに端を発する哲学カフェ．その日のテーマについてその場にいる
人たちが進行役とともに話して聞いて考える．臨床哲学研究室での活動か
ら生まれ，社会のなかで生きる哲学を探究する団体Café Philo（カフェ　
フィロ）が，日本全国に広がりつつある様々な哲学カフェの実践を振り返
り，社会のなかで互いに自分の言葉を交わすこと，ともに考えることの意
味を見つめる．3.11のあと，哲学にできることは何か．対話の場をひらく
ことの可能性を展望する．

パスカルと身体の生 
山上浩嗣　著
A5・上製・336頁　定価（本体6,300円＋税）　ISBN978-4-87259-477-5　C3016［2014］

パスカル未完の著『キリスト教弁証論』において身体の役割は両義的であ
る．身体は人間の邪欲の根源であり，有限な生命しか与えられていない人
間は，無限で永遠な神とは存在論的に隔絶されている．しかし，まさにそ
の事実こそが神への信への必要性の根拠となり，信は身体の存在を要請す
る実践でもある．このパラドクスを「愛」「習慣」「直感」「賭け」などの諸
概念とともに，豊富かつ詳細な文献解釈によって分析し，解説する．
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人権への権利 人権・民主主義そして国際政治
ハウケ・ブルンクホルスト，ヴォルフガング・R・ケーラー，マティアス・ルッツ＝バッハマン 編／舟場保之，御子柴善之　監訳
A5・並製・348頁　定価（本体3,700円＋税）　ISBN978-4-87259-491-1　C3010［2015］

「近代」批判と共に崩壊するかに見える一方で，経済グローバル化の影響下
で改めて希求されている人権概念を，ハーバーマスらドイツ思想家が様々
な角度から哲学的に検討する．人権そのものを要求する権利がありうるの
か，人権と主権はどのような関係か．「人権侵害」を理由になされる「人道
的介入」は正当化されうるのか．人権と国家主義・国民国家はどのように
関係するのか．人権概念の妥当性を問いなおす．各論文に現代の諸問題と
の関連を整理した解題つき．（原題：Recht auf Menschenrechte）

身体感覚の旅 Voyage de la proprioception 舞踊家レジーヌ・ショピノとパシフィックメルティングポットRégine Chopinot et PACIFIKMELTINGPOT　

富田大介　編
四六・仮フランス装・176頁　定価（本体2,300円+税）　ISBN978-4-87259-555-0　C1010［2016］

世界的に著名な振付家レジーヌ・ショピノがアジア，オセアニアのアーティ
ストとともに行ってきたプロジェクト<PACIFIKMELTINGPOT>．語り
継ぎの文化と身体コミュニケーションの関係を問い直してきたショピノの
自伝的エッセイを原文・翻訳文ともに掲載．コミュニケーションにおける
身体の役割を美学・哲学的に問うた論考や映像記録とともに，太平洋をめ
ぐる身体の旅を表現する．

暗闇への探究 循環する闇と光の心理臨床学的研究
竹中菜苗　著
A5・上製・340頁　定価（本体6,100円+税）　ISBN978-7-87259-572-7　C3011［2016］

「暗闇」とは何なのか．存在するはずなのに見たことのないもの，あるい
は，実際そこには存在しないはずなのに体験したような気がするものへの
問いに端を発した探究が，箱庭での調査，自閉症児の心理療法，カウンセ
リング事例，「アモールとプシケー」の物語解釈，哲学思想史からの議論を
通じて展開される．思索的検討から臨床事例の分析，さらに物語の解釈に
まで広がるアプローチは，心理臨床学の新たな手法として異彩を放つ．

Nanae TTakenaka

超越論的語用論の再検討 現代のフィヒテ主義は可能か
嘉目道人　著
四六・上製・314頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-87259-585-7　C3010［2017］

アーペルが提唱した超越論的語用論は，現代ドイツ哲学の「言語論的転回」
を主導した．しかしその主眼である「究極的根拠づけ」という哲学的課題
には，多くの批判が寄せられてきた．本書は論敵ハーバーマスからアーペ
ルに向けられた批判に対して，フィヒテとの関連から応答を試みる．超越
論的語用論の哲学史的な位置づけの修正，直面している問題の解決，現代
的意義の解明に取り組んだ意欲作．
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シリーズ臨床哲学3

こどものてつがく ケアと幸せのための対話
鷲田清一　監修／高橋　綾，本間直樹　ほんま　なほ　著
四六・並製・396頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-580-2　C3010［2018］

こどもの哲学は，思考や議論の訓練ではなく，ケア的な哲学対話である．
自分で表現することを学び，他人と語り合い，ともに考えるという経験か
ら，自己や他者についての信頼，言葉やコミュニティへの信頼を育み，困
難や挫折を他人とともに乗り越える力をつける．筆者らが見出したこども
の哲学，哲学の姿を，国内外の対話の紹介や「こどもとは？」「哲学すると
は？」「教育とは？」という問いへの考察から提示する．
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ソクラティク・ダイアローグ 対話の哲学に向けて
中岡成文　監修／堀江　剛　著
四六・並製・250頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-604-5　C3010［2018］

一つのテーマをめぐって丁寧かつ濃密な「対話」を行うワークショップで
あるソクラティク・ダイアローグは，ヨーロッパで哲学教育や市民対話，
企業研修などのツールとして用いられている．「対話の方法」としてのソク
ラティク・ダイアローグを紹介するとともに，「対話」と「哲学」に関する
考察を展開する．大阪大学臨床哲学研究室が初めて日本に紹介・導入し，
哲学カフェや子どもの哲学の実践とともに進めてきた軌跡と論考．

定価（本体1,900円＋税）

束＝14mmdic96+K

北欧ケアの思想的基盤を掘り起こす
浜渦辰二　編著
A5・上製・298頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-595-6　C3010［2018］

福祉先進国と呼ばれる北欧諸国は，全住民を対象とした租税による普遍主
義モデルの福祉制度をもち，新自由主義やグローバル資本主義の影響下で
も柔軟な対応でこれを維持しようとしている．その背景には，医療・介護・
リハビリ・介護・保育・教育を含む広い意味での「ケア」について，高い
税金を払ってもそれを守るべきという独自の考え方がある．国際的・学際
的研究を通じて，こうした北欧ケアの思想的基盤を探る．

大阪大学
出 版 会

浜渦 辰二  編 著
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束＝22m

自己陶冶と公的討論 J.S.ミルが描いた市民社会
樫本直樹　著
四六・上製　定価（本体4,300円＋税）　ISBN978-4-87259-614-4　C3010［2018］

J.S. ミルの危害原理，功利主義，自由主義は，現代社会に広く浸透し，医
療，福祉，地域社会などで「個人の自由」を擁護する主張の根拠になって
いる．本書では，こうしたミルの思想を本来の状況に立ち戻って正当に評
価するとともに，「公的討議」や「参加」を現代市民社会から再検討するこ
とで，ミルの論理から今日的な課題を解決するための鍵を見いだす．
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阪大リーブル67

心と身体のあいだ ユング派の類心的イマジネーションが開く視界
老松克博　著
四六・並製・208頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-449-2　C1311［2018］

無意識の最深層では，心と身体ををつなぐ移行的領域である類心的無意識
に至る．ユングが提唱したこの概念は，内因性精神病，器質性精神障害，
発達障害などの問題のみならず，健常者の心身の成長，人間と世界の精妙
な関係性にまつわる問題に対しても，有用かつ新鮮な示唆を与える．ユン
グ派分析家・精神科医である著者が，アクティヴ・イマジネーションや武
道などのボディーワークを通じて見出した心と身体の新たな関係とは．大阪大学出版会067
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心と身体のあいだ

フィリピン・カトリック教会の政治関与 国民を監督する「公共宗教」

宮脇聡史　著
A5・上製・350頁　定価（本体6,300円＋税）　ISBN978-4-87259-695-3　C3016［2019］

組織の再形成と社会関与の在り方について課題山積であったフィリピン・
カトリック教会が，1986年の民主化政変を機に影響力を強め，2001年の政
変で自ら抱える矛盾を露呈するに至るまでを，教会関係の公文書等から明
らかにする．教会が提示する歴史的正当性は政治にどのような影響力をもっ
ていたのか．宗教指導者の社会的な地位と「公共宗教」の存在意義とは何
か．カトリック教会による政治関与の歴史と矛盾．大阪大学出版会

宮
脇
聡
史
著

フィリピン・
カトリック教会の

政治関与
国民を監督する「公共宗教」

プルースト　受容と創造
和田章男　著
A5・上製・400頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-717-2　C3097［2020］

文芸評論『サント＝ブーヴに反論する』から発展した『失われた時を求め
て』には多くの実在する画家や音楽家が登場し，文学・芸術の百科全書の
観を呈している．フィクションの姿をした文学・芸術論として独創性を確立
するに至るまで，プルーストは過去や同時代の文学・芸術をどのように受
容し，創造へと転換したのか．草稿，書簡，新聞や雑誌記事を含めた膨大
な一次資料から批評言説を相対的に検証し，改めて歴史の中に位置づける．

シリーズ臨床哲学5

哲学対話と教育
中岡成文　監修／寺田俊郎　編
四六・並製・346頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-727-1　C3010［2021］

哲学対話は，未知の状況に対応できる力を身に着けるための「主体的・対
話的で深い学び」を実現する．問いをめぐって自由に発言し，よく聴きあ
いながら共に考えていく経験こそ，すべての学びにつながる主体的・対話
的な「構え」をつくる．哲学対話は学校や教育にどうかかわれるか．各地
の学校，企業研修，地域づくりの場で実践されてきた哲学対話の記録とと
もにその意味と方法を考え直し，臨床哲学と哲学対話の未来を構想する．
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図像のちからと言葉のちから イギリス・ルネッサンスとアメリカ・ルネッサンス

藤田　實，入子文子　編
A5・上製・310頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-208-5　C3098［2007］

【主要目次】『リア王』とエンブレムと社会変革［岩崎宗治］／『トロイラス
とクレシダ』の戯画化の技法［今西雅章］／シェイクスピア演劇と古典的柱
式［藤田實］／古代建築の失われた図像［山田由美子］／エンブレムの変容
と『オセロウ』のハンカチ［吉中孝志］／図像のちからと身体のちから［安
西徹雄］／高貴なる針仕事［入子文子］／『ワンダー・ブック』と神話愛好
時代［水野眞理］／楽園と地獄の図像楽［巽孝之］／ユージン・オニールの
発見［武藤脩二］

阪大リーブル2

日本文学　二重の顔 〈成る〉ことの詩学へ
荒木　浩　著
四六・並製・300頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-235-1　C1393［2007］

日本の古典文学や芸能のテクストを読解するとき，読むものと読まれるも
の，見ること，見えること，見られることの間に，不思議な変化や変身が
もたらされ，古典の世界は新たな相貌を帯びてくる．
著者は二重，三重に多層化・多面化するテクストの深みに分け入り，そう
することで，その面白さ，奥深さを読者に味わわせてくれる．私たちはい
つのまにか，日本文学の魅力にとりつかれているのに気づく．

英語小説にみる「村」のなかのインド
松木園久子　著
A5・並製・206頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-275-7　C3097［2008］

「インドは都市にではなく，村落に生きている」というインド独立の父ガン
ディーの言葉をてがかりに，英語小説に描かれた村のなかに「インド」を
探求する．インドに関する地域研究とポストコロニアルをはじめとする英
文学研究の視点を取り入れた，わが国ではじめての包括的研究書．『不可触
民』『葉っぱふたつに芽ひとつ』『マハトマを待ちながら』『パキスタン行の
列車』『ふるいにかけられた甘露』『小さきものたちの神』など多数取り上
げる．

異説・日本近代文学 
出原隆俊　著
A5・上製・316頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-357-0　C3095［2009］

著者は「ある作家の文学作品の背後にある別の作家の影響を探る」という
意図のもとに，透谷や一葉，漱石，鴎外，芥川らの作品内部の関連を明か
す（本書Ⅲ「典拠と借用」）．Ⅰ「内部と外部」では透谷・鏡花・三島らの
作品を特色づける内部の目と外部の目について，Ⅱ「作品論再考」では新
しい角度から『にごりえ』や『心』『舞姫』を分析する．もう一つの目で読
解する日本近代文学史．
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共通教育シリーズ

西洋文学 理解と鑑賞
森岡裕一　編著
A5・並製・256頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-388-4　C3097［2011］

英米独仏の文学からギリシャ・ローマ，ロシア・イタリア文学まで，その
大きな流れと特色を記した西洋文学案内．シンボルとアレゴリー，教養小
説，口語文体，古典神話，意識の流れ，聖書と福音，古典主義とロマン主
義，異化と表現主義，オリエンタリズム，メタフィクション，マイナー文
学などその時代の文学を特色づける14のテーマを立て，読者を文学の面白
さにいざなう．2部では英米独仏の名作を解読する．

阪大リーブル39

上田秋成 絆としての文芸
飯倉洋一　著
四六・並製・258頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-321-1　C1393［2012］

秋成の傑作は『雨月物語』だけではない．『春雨物語』『肝大小心録』『藤簍
冊子』などを著し，江戸時代の大坂と京都を舞台に，妻と親しみ，和歌・
俳諧・国学・茶道に長じ，広い交友範囲をもった．著者は秋成76歳の生涯
と著作を追い，「怪異作家」とは異なる「隣人秋成」の魅力的な人間像を見
出し，加藤宇万伎，中井竹山・履軒，木村蒹葭堂，与謝蕪村，本居宣長，
小沢蘆庵，伴蒿蹊らとの交流を描く．

阪大リーブル40

フランス児童文学のファンタジー
石澤小枝子，高岡厚子，竹田順子　著
四六・並製・322頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-322-8　C1370［2012］

フランスの昔話，民衆本，妖精物語などからまだ日本に知られていない話
を初めて翻訳して紹介する．「ふたりのこぶ男」「ジャック爺さん」「エモン
の4人の息子」やドーノア夫人，セギュール夫人，ショヴォーらの作品．大
人も魅了する不思議な世界，見えない世界をフランス人特有の感性と手法
で現出させる楽しい話．34話収録．フランスの絵本作家，ジャクリーヌ・
デュエムさんのカバーが美しい．

阪大リーブル46

アメリカ文化のサプリメント 多面国家のイメージと現実
森岡裕一　著
四六・並製・272頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-428-7　C1322［2014］

サプリメントとはTimes Literary Supplement（タイムズ文芸付録）にい
う付録，増補の意．アメリカ理解のサポート役を果たす．文学作品や映画
など大衆文化を軸に，Ⅰ「アメリカンドリーム」（ユートピア，フロンティ
ア精神），Ⅱ「アメリカ的空間」（都市のイメージ，南部），Ⅲ「個人と社
会」（セルフメイド・マン，ヒーロー像），Ⅳ「寛容と不寛容」（禁酒問題，
性革命）など論じる．アメリカの文化と歴史への興味と理解が深まる．
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越境する想像力 日本近代文学とアイルランド
鈴木暁世　著
A5・上製・418頁　定価（本体4,700円＋税）　ISBN978-4-87259-459-1　C3091［2014］

大正期の日本では，アイルランド文芸復興期の文学・戯曲が盛んに翻訳・
紹介されるという「流行」現象が起きた．アイルランド文学が芥川龍之介，
菊池寛，西條八十，伊藤整らの文学者によって，どのように受容され，変
容していったのか．さらに，アイルランドへの日本近代文学の逆輸入現象
が引き起こされた要因を，現地調査での知見に基づいて追跡し，世界文学
の潮流の中にある日本近代文学の姿を活写する．図版資料多数．

阪大リーブル47

ヘラクレスは繰り返し現われる 夢と不安のギリシア神話
内田次信　著
四六・並製・204頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-429-4　C1314［2014］

ギリシャ神話の大英雄ヘラクレスの物語は，輝かしい栄光と強烈な受難が
背中合わせになっている．それは民衆の夢や願望とともに，あまりにも傑
出した運命を危惧する不安や恐れを反映するものである．本書では，各地
に土着の神として，あるいは老人の姿となって繰り返し現われ，語り継が
れるヘラクレス神話を，ギリシア文化や思想の特徴という観点やオリエン
ト神話との比較などから読み解く．

フローベール研究 作品の生成と構造
金﨑春幸　著
A5・上製・332頁　定価（本体7,000円＋税）　ISBN978-4-87259-484-3　C3098［2014］

フローベールは言語についての問題提起をした20世紀文学の最大の先駆者
であり，本書はその作品と構造に正面から切り込んだ批評の書．Ⅰ部は「ボ
ヴァリー夫人」「感情教育」「聖アントワーヌの誘惑」など主要作品の分析
を通し，作家の精神的宇宙の現れである形式＝構造を読み取る．Ⅱ部はテ
クストの背後にある作家の本性を探り，宗教や神話への熱狂を追求する．
とくにⅡ部は未刊行の資料の上に独自の考察を進めて貴重である．

アーカイブ基礎資料集 
小川千代子，菅　真城　編著
A5・並製・166頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-87259-495-9　C3000［2015］

アーカイブを利用・研究する上で必要な基礎概念と法律やルール．
1．アーカイブを知る／アーカイブの諸原則
2．日本の法律・規則／公文書管理法，公文書館法，個人情報保護法，地方

自治体の条例，大学文書館の規則，図書館法，博物館法，著作権法
3．国際的なルール／アーキビストの倫理綱領，ハーグ条約，世界アーカイ

ブ宣言
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皇帝のいる文学史 中国文学概説
浅見洋二，高橋文治，谷口高志　著
A5・並製・316頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-504-8　C3098［2015］

中国文明を根底で規定している要素は何か．それは⑴政治と言葉，⑵自然
と人為，⑶家族と地域である．本書は，ジャンル別に時間系列に従って作
品を網羅する従来の叙述の方法を排し，このキーワードがどのようなかた
ちで中国文学に生かされているかを，宮廷の詩歌，自然と芸術，家族愛や
恋愛という軸に従って作品を配列し分析する．中国の漢詩や文学に親しむ
と同時に，今日のわれわれの世界認識につながる視点が獲得できる．

心の城 
ギュスターヴ・フロベール　著／柏木加代子　訳
A5・上製・304頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-501-7　C0097［2015］

フロベールが1863年に脱稿，1880年文芸雑誌に連載された戯曲．フランス
でも大きく公表されることはなく，日本では初の全訳となる．
悪魔により心臓（心）を奪い取られた人間たちは醜い争いをしている．一
組の愛し合う恋人が妖精の導きでこれらの心を取り戻し，それぞれの持ち
主の胸に返すまでを，風刺と社会批判を交えて描く．訳者はこれらのなか
にジャポニズムの影響をみる．全訳と解説．舞台挿絵入り．

楽園に死す アメリカ的想像力と〈死〉のアポリア
渡邉克昭　著
A5・上製・546頁　定価（本体7,100円＋税）　ISBN978-4-87259-509-3　C3097［2016］

自由と幸福を追求する「楽園」アメリカにおいて，小説家たちは〈死〉の
アポリアにどのように向き合ってきたのか．現代アメリカ文学を代表する
ヘミングウェイ，ベロー，バース，パワーズ，デリーロに焦点を絞り，デ
リダやドゥルーズを援用しつつ，分析する．歴史，文化への文学の影響な
ど，ポストモダン文学研究としての深まりも感じさせる．ノーベル文学賞
候補と目されるドン・デリーロに関する本邦初の本格的な論考．

第2回日本アメリカ文学会賞

（仏文）Essais sur la poésie française de l’extrême contemporain 1980-2015
Agnès Disson 著
菊・上製・218頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-87259-553-6　C3098［2016］

現代フランス詩は難解であるとされ日本の大学における研究対象は古典的
なものにとどまっている．しかし，1980年代－21世紀初頭の作品はきわめ
て豊穣で多様な成果を生み出している．フランスではこの魅力的な分野が
積極的に開拓され，難解さの原因を探求しようとしている．本書ではフラ
ンス詩の全般的な状況についての概説と現代の潮流を展望し，重要な詩人
の具体例を取り上げ紹介されている．
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「元典章」が語ること 元代法令集の諸相
赤木崇敏，伊藤一馬，高橋文治，谷口高志，藤原祐子，山本明志　著
A5・上製・386頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-87259-589-5　C3098［2017］

元朝期の民間で出版された官吏のマニュアルを模した法令集『元典章』は，
モンゴル時代史や文化史，中国法制史を構築する上で極めて重要な史料で
ありながら，専門家の間でも難解とされてきた．中国文学研究者と東洋史
研究者が協力して当時の翻訳体漢語文を解析し，時代状況や文化背景も含
めて解説することで，征服王朝「元」の知られざる姿を明らかにする．大阪大学出版会

著

元
典
章
が

語
る
こ
と

―

元
代
法
令
集
の
諸
相―
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／
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／
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子
／
山
本
明
志

阪大リーブル60

こう読めば面白い！フランス流日本文学 子規から太宰まで
柏木隆雄　著
四六・並製・348頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-443-0　C1390［2017］

日本文学の柱ともいうべき8人の作者の周辺にすでに西洋文学があった．作
者は意図せずして教養の奥からにじみ出てきたエッセンスを掬い取り，自
作の表現に生かしていることをフランス文学者である著者はそこここに見
出している．これまでの日本文学を全く違ったアングルからみると，さら
にその作品の面白さが際立ってくる．大阪大学出版会060

こ
う
読
め
ば
面
白
い
！

－子規から太宰まで－柏木 隆雄 著

阪大リーブル63

フランスの歌いつがれる子ども歌
石澤小枝子，高岡厚子，竹田順子　著
四六・並製・214頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-445-4　C1373［2018］

フランスの子どもの歌から子守歌・クリスマスの歌・遊戯歌・恋愛の歌な
ど40曲を選んで日本語とフランス語の歌詞，楽譜，解説を掲載した．どう
いう時に生まれて今まで歌われてきたか．遊びを伴うものはその遊び方や
しぐさも掲載．その中には日本でよく知られている歌も取り上げ「もとは
フランスの歌だったのか」と親しみを持って読める．またこれらの歌を通
してフランス人が築き上げてきた文化や歴史の一端が見える．

石澤小枝子
高岡　厚子　著
竹田　順子

石
澤
小
枝
子

高
岡

厚
子
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田
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著
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が
れ
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大阪大学出版会
大阪大学
出版会

063

063

定価（本体1,800円＋税）

装丁／森岡 真由

　フランス語の「本」（livre）と「自由」（libre）を重
ねたところ、そこに「阪大リーブル」の精神が込めら
れています。そこからｖ／ｂを外すと「読む」（lire）
ということばになります。読書は、未知の他者との対
話です。この対話は、寝ころんでも、ひなたぼっこを
しながらでもできます。しかも、自分にほんとうに必
要な速度で。読んでいるうち、わたしたちの思考と
感受性は、ときに微かに、ときに劇的に変化します。
生きるうえでのこれまでのこだわりがほぐされ、もっと
広 と々した場所に出て世界を見ることができるように
なります。そう、「本は人を自由にする」のです。 

鷲田清一

阪大リーブル66

「羅生門」の世界と芥川文学
清水康次　著
四六・並製・240頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-448-5　C1395［2018］

「羅生門」が書かれたのは，まだ日本に西洋文学風の短編小説形式が整って
いなかった時代である．芥川はなぜこれほど早い時期に完成度の高い作品
を作ることができたのか．近代文学確立期の文学状況と，西洋文学を中心
とする先行文学の影響力を明らかにするとともに，芥川の読書遍歴，問題
意識や新たな作品解釈から，初期の作品づくりや表現力の知られざる特徴
を解き明かす．
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阪大リーブル70

公文書をアーカイブする 事実は記録されている
小川千代子，菅　真城，大西　愛　編著
四六・並製・230頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-638-0　C1336［2019］

公文書というのは，国民には遠い存在のように思われるが，国の公文書は
税金で作成され，重要とされるものはアーカイブとなり誰でも閲覧できる．
本書では国や市町村の文書保存の仕組みをわかりやすく紹介．また身近な
文書から科学的な記録までを上手に整理する方法，それを賢く利用する方
法を提言する．記録物のすべては人の生きてきた証拠．未来に向けて自分
はどう生きるかをその中に見ることができるかもしれない．

大
西

　
　
愛

菅

　
　
真
城

編
著

小
川
千
代
子

公
文
書
を

ア
ー
カ
イ
ブ
す
る

│
事
実
は
記
録
さ
れ
て
い
る
│

現在とそこにつながる
過去の事実を知るためには、
信頼できる確かな証拠を
自分の目で見て確かめる必要がある。

昨今社会的関心が集まっている公文書も
自分の生活の資料も
本来、信頼できる重要な記録。

今、公文書を残し、閲覧する
アーカイブ環境は整いつつある。

フェイクに満ちた現
在、

確かなものを
アーカイブするには

―

070 大阪大学出版会

「めづらし」の詩学 本歌取論の展開とポスト新古今時代の和歌
土田耕督　著
A5・上製・350頁　定価（本体6,100円＋税）　ISBN978-4-87259-611-3　C3092［2019］

中世和歌における本歌取の概念を捉え直し，隠された表現意識を明らかに
したうえで，古歌を再利用するという方法の不可逆的な「展開」を提示．
心を切り離した断片的な詞を再構成して新たな表現を生み出す古歌取の意
義を再評価し，新古今時代以降の和歌が方法論的に展開した真の理由を，
「めづらし」の理念のもとで解き明かす．創作行為において過去からの影響
をいかに積極的に変換するか．古典主義のゆくえと「芸術」への解．

阪大リーブル71

小説家、織田作之助
斎藤理生　著
四六・並製・372頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-639-7　C1395［2020］

昭和初期に活躍し，オダサクと呼ばれ親しまれる織田作之助の代表作から
隠れた名作まで，さまざまな作品を取り上げ，丁寧に読み解く．作之助は
無頼派として，流行作家として人気を博しながら，小説表現の可能性を追
究しサンプリング，リミックス，オマージュを駆使した実験小説家でもあっ
た．作家は「何を」「いかに」語ったのか．「『夫婦善哉』を書いた大阪の作
家」という範疇にとどまらないオダサク作品の魅力を伝える．

立原道造　風景の建築
岡本紀子　著
A5・上製・320頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-726-4　C1052［2021］

詩人建築家である立原道造の創作活動を，詩と建築設計の双方から浮かび
上がらせる．卒業設計としての浅間山麓の芸術家村構想，浦和の別所沼を
立地とした週末住居《ヒアシンスハウス》のスケッチや図面の変容過程を
分析し，それらに内在する詩的世界を考察．1930年代の潮流としてのモダ
ニズム建築とその設計思考を受容しながら，土地の来歴や人間の生の営み
にも意識を向けてきた立原の建築的思索を探究する．
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元好問とその時代
高橋文治　著
A5・上製・418頁　定価（本体5,700円＋税）　ISBN978-4-87259-716-5　C3098［2021］

モンゴルの進攻によって華北から“中華王朝”が消え去ったとき“中原の
知識層”はいかなる未来を待望したか．乱世の詩人・元好問の足跡に，危
機に直面した文明の“真実”を追う．国体そのものが中国から失われかけ
た13世紀，当時の知識層はどのようにアイデンティティを再建したのか．
『中州集』編纂で知られる元好問の文学と軌跡から激動の時代像を明らかに
する．新出の石刻史料から新文化の胎動や華北の政治体制も考察．
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大阪大学新世紀セミナー

コミュニケーションの日米比較
津田　葵　著
A5・並製・94頁　定価（本体1,000円＋税）　ISBN978-4-87259-122-4　C1380［2001］

第一章　コミュニケーションの諸相
第二章　日本の訪問セールスマンからみたコミュニケーション
第三章　アメリカのデパートでのコミュニケーション
第四章　説得的談話における日米のコミュニケーション
第五章　アカデミックな場での日米のコミュニケーション
終　章　コミュニケーションと現代生活

（英文）Causal Relations and Clause Linkage Consequential Participle Clauses and Their Use

内田充美　著
菊・上製・266頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-082-1　C3082［2002］

英語とフランス語の現在分詞構文の分詞節のもつ機能に関する新知見．一
見，例外と見えた構文が実は人間の認知の流れに沿った節の接続方法が使
用されていることをさまざまなコーパスから得られた実例を分析し，明ら
かにしている．
邦題：『分詞構文の認知・機能言語学的研究―因果関係と接続構造―』

（英文）A Linguistic Study of the Authorship of the West Saxon Gospels
小塚良孝　著
A5・上製・200頁　定価（本体4,700円＋税）　ISBN978-4-87259-201-6　C3082［2006］

文献史上最古の本格的な英訳福音書「West Saxon Gospels」の翻訳者像
に関する様々な可能性を単独説，複数説の二説から，その言語分析を通じ
て考察する．
【Contents】 Introduction ／ Method and Evidence for Authorship 
Study ／ Syntactic Differences between the Four Gospels in WSG 
／ Lexical Differences between the Four Gospels in WSG ／ 
Concluding Remarks

大阪大学新世紀レクチャー　語学シリーズ

ドイツ語初級 
斉藤　渉　著
A5・並製・182頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-163-7　C3084［2008］

1年（2セメスター）で基本的な文法知識を習得できるよう，学生と教師の
両方の視点から工夫された一冊．
学習者が早い段階でドイツ語の全体的イメージを掴むことができるよう，
ドイツ語読解のかなめとなる動詞の語順関連の項目を前半に集中．随所に
中級への橋渡しとなるような説明を盛り込む．
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大阪大学新世紀レクチャー　語学シリーズ

ロシア語を学んで、ロシアを知ろう　初級
ヨコタ村上孝之　著
A5・並製・70頁・DVD付　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-166-8　C3087［2008］

いきいきとした会話，具体的な状況を設定したスキットを中心に，すぐに
使えるロシア語を学ぶ．インターネットやポピュラー音楽，料理，テレビ
番組や友人との日常会話など，学生が触れやすい現在のロシア文化を取り
入れながら，連動のウェブサイトで文法事項も学習でき，1年間で初級文法
を修了できる構成となっている．これまでのロシア語教科書観を学習者の
目線から一新した，楽しんで学べる教科書．

大阪大学出版会

大阪大学新世紀レクチャー
DVD
付き

ヨコタ村上孝之

ロシア語を学んで、
ロシアを知ろう 初級

大阪大学新世紀レクチャー　語学シリーズ

授業づくりハンドブック　ロシア語 
ロシア語教育研究会　編著
A5・並製・268頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-265-8　C3087［2008］

日本で初めて作られた，ロシア語授業のための本．「生きたことば」「現実
からの出発」に重点をおき，わかりやすい例でいろんなアイデアを提供す
る．「元気のある，生きたロシア語授業が日本各地で展開してほしい」とい
う著者らの意欲が感じられる一冊．

大阪大学新世紀レクチャー　語学シリーズ

Academic Topics for Listening Practice
渡部眞一郎，木村茂雄，ジェリー ヨコタ　編
B5・並製・64頁・CD2枚付　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-286-3　C3082［2009］

英語リスニングの能力を養うだけでなく，リスニングの学習を通しアカデ
ミックな内容についても知識や理解を深めるため，言語と文化に関わるア
カデミックな話題を取り上げる．
※受講生用テキストとCD2枚および教科書採用していただいた先生方のた
めの教授用資料とCD4枚で構成されます．

　採用を希望される先生は小会までご連絡ください．

大阪大学新世紀レクチャー　語学シリーズ

生成文法の展開 「移動現象」を通して
宮本陽一　著
A5・並製・120頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-288-7　C3080［2009］

本書は，学部レベルの「言語学入門」「英語学入門」で言語を「科学的」に
研究することに初めて触れ，これからチョムスキーの生成文法理論とその
枠組みとしての英語・日本語を分析しようとしている人，大学院で研究を
続けたいと思っている人に向けたテキスト．生成文法の世界で広く研究さ
れている「移動現象」に焦点を当て，それを通してミニマリストプログラ
ムを自ら発展させてゆく力を養う．
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ESP的バイリンガルを目指して 大学英語教育の再定義
福井希一，野口ジュディー，渡辺紀子　編著
A5・並製・240頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-351-8　C3082［2009］

近年大学英語教育では，従来の1～2年生を対象とした語学科目という位置
づけを越え，専門分野別，英語論文講読など特定の目的のために学習され
る英語（ESP：English for Specific Purposes）教育が注目・導入されつつ
ある．各大学におけるESP教育の取り組みを紹介して，なぜ大学でESPが
必要なのか，どのような課題があるのか，最新の動向と研究成果を論じる．

世界の言語シリーズ1

スワヒリ語 
小森淳子　著
A5・並製・228頁・CD付　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-325-9　C3087［2009］

本書は大学のスワヒリ語初級の授業で使用されることを想定しているが，
各課のダイアログ／モノログの日本語訳と練習問題の解答を巻末に添付し，
独習できるようにも工夫．言語，発音から文法，会話までトータルに学べ
る．全ダイアログ／モノログをCDに収録．

阪大リーブル21〔オンデマンド版〕

古代語の謎を解く 
蜂矢真郷　著
四六・並製・314頁　定価（本体3,100円＋税）　ISBN978-4-87259-631-1　C1381［2010］

古代の日本人はどんな言葉を使っていたのだろうか．現代日本語とどこで
つながり，どこで切れているのだろうか．例えば「男と女」の項では，キ
とミ（イザナキ・イザナミ，オキナ・オミナ），コとメ（オキナ・オミナ，
イラツコ・イラツメ）のような用例を，「縦と横」ではタテ（楯・縦・立）
やヨコ（横・避）の例文を挙げて訓み下し文を付す．資料に語らせる古代
語の面白さ．Handai-Asahi中之島塾の講義の成果をまとめる．

世界の言語シリーズ2

中国語 
杉村博文，郭　修靜　著
A5・並製・300頁・CD付　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-87259-326-6　C3087［2010］

入門書であるが，1年後に中国留学，出張を控える人にも十分な知識が得ら
れるよう工夫が凝らされたテキスト．文字と発音のほか，全編を通し実践
的表現を重視し，全会話文及び語句のピンインを掲載，「主要表現一覧」「中
国語学習音節表」「文法コラム」を付録．2段階のスピードによる録音CD
は，正しい発音による暗誦の助けとなる．
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世界の言語シリーズ3

モンゴル語 
塩谷茂樹，中嶋善輝　著
A5・並製・370頁・CD付　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-327-3　C3087［2011］

中国・内モンゴル自治区を中心とした地域にとどまらず，モンゴル国でも
民主化以降重要性が高まっている「モンゴル文字表記によるモンゴル語」
の初級・中級テキスト．独習にも対応．特徴として，モンゴル語の標準語
である「キリル文字表記によるモンゴル語」も学習できるよう，「モンゴル
文字表記」「ラテン文字転写」「キリル文字表記」「日本語訳」をセットと
し，両方のモンゴル語を同時に，体系的に学習できるよう工夫．

世界の言語シリーズ4

ベトナム語 
清水政明　著
A5・並製・156頁・CD付　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-328-0　C3087［2011］

複雑な音韻体系をもつベトナム語を初歩から学ぶ人に向けて作られた入門
書．日常生活の中での会話の場面を想定し，ベトナム人の気遣いを体得で
きるよう，語やフレーズをたくさん収録．学習者を戸惑わせる呼称法など
の敬意表現についてとくに懇切に説明する．全体は26課からなり，6課まで
は発音，残り20課は例文と語彙，文法，練習問題で構成する．

ベルギーの言語政策　方言と公用語
石部尚登　著
A5・上製・432頁　定価（本体6,200円＋税）　ISBN978-4-87259-376-1　C3080［2011］

ＥＵの中心であるベルギーは，フランス語・オランダ語の2カ国語を公用語
とする国として知られる．この国の抱えることばの問題は大変根深い．国
の独立時から展開される地域間の激しい言語対立の様子を議会資料他を丹
念に調べ，住民が実際の使っていることばへの言及や政策が見られないこ
と，これが今後の大きな課題であることを提示している．

ヨルバ語入門
塩田勝彦　著／大阪大学世界言語研究センター　監修
B5変型・並製・160頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-386-0　C3087［2011］

ヨルバ語はアフリカのナイジェリア南西部を中心に，2千万人以上の話し手
をもつ言語であり，ハウサ語，イボ語と並び，ナイジェリア三大言語のひ
とつである．奴隷貿易によってキューバやブラジルにも伝わった．ヨルバ
語研究の第一人者の手による本書は，発音や基本文法，日常会話，練習問
題を含み，望みうる最高の入門書である．大阪大学世界言語研究センター
のプロジェクト「民族紛争の背景に関する地政学的研究」の成果出版．
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ロシア語 
上原順一　著
A5・並製・292頁・ＣＤ付　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-329-7　C3087［2012］

全23の各章は，品詞ごとの解説と「時の表現」の解説である．各章には練
習問題や「このセクションのポイント」として重要点がわかりやすくなっ
ている．また，本書は常に辞書をかたわらにおいて学習することを前提に
書かれている．コラムつき

世界の言語シリーズ6

フィリピン語 
大上正直，ジェニー・ヨシザワ　著
A5・並製・326頁・ＣＤ付　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-330-3　C3087［2012］

フィリピン語とタガログ語は同じ言語を指すが，本書では国語に指定され
たフィリピン語の呼称を用いる．留学した日本学生が，毎日の出来事に遭
遇する中でフィリピン社会になじんでいくというストーリーを追ううちに，
読者はいつのまにかフィリピンの言語，文化，社会事情に詳しくなってい
く．コラムや写真，イラストを多数挿入し，楽しく学習できるよう工夫が
施されている．フィリピン語を学んでアジアの架け橋になろう！

インドネシア・バリ社会における二言語使用 バリ語とインドネシア語のコード混在
原　真由子　著
A5・上製・298頁　定価（本体6,953円＋税）　ISBN978-4-87259-399-0　C3080［2012］

伝統的にヒンドゥー文化とそれに基づく社会階層が存在する，インドネシ
アのバリでは，現在「地方語」のバリ語と「国語」のインドネシア語が使
用され，生活の折々に混在する．この混在は伝統と近代がせめぎ合うバリ
社会で何を示すのか．現地調査で収集した日常会話に基づき，言語と社会
の両面を考慮した新しい解析方法を提案する．詳細な分析結果から生き生
きとしたバリ社会が浮かび上がる．

〔新版〕Und du? Sprechsituationen im Unterricht-NEU!おしゃべりになれる授業のドイツ語

Bertlinde Vögel，Anja Hopf　著
A4・並製・120頁・ＣＤ付　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-345-7　C3084［2012］

好評の2008年版の内容をさらに充実させて新版を刊行．教師と学習者が密
にコミュニケーションをとって初級会話能力を身につけさせる大阪大学発
祥のイミーディアット・メソッドと，「外国語の学習，教授，評価のための
ヨーロッパ共通参照枠（レベルA1）」に基づく会話テキスト，ドイツ語構
造をビジュアルでわかりやすく示したチャート式の文型図に沿って，自己
紹介，様々なトピックについての質問・応答．色々な依頼の方法を学ぶ．
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医療通訳士という仕事 ことばと文化の壁をこえて
中村安秀，南谷かおり　編
A5・並製・198頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-464-5　C3080［2013］

外国人が日本で病気になったらどうすればよいか．病院で，自治体で，地
域のNPOで，医療通訳の必要が増大している．医療ツーリズムも盛んで
ある．言葉の壁をこえて医療関係者と患者の相互理解を回復する医療通訳
士の仕事を現場の経験に立ってわかりやすく説明する．

論文作成のための文章力向上プログラム アカデミック・ライティングの核心をつかむ　　　　

村岡貴子，因　京子，仁科喜久子　著
B5・並製・216頁　定価（本体2,800円+税）　ISBN978-4-87259-416-4　C3080［2013］

日本語を活用したアカデミックなコミュニケーションを行う必要がある学
生・研究者を対象とし，「内省」，「分析」，「分析・リバイズ」，「執筆」と
いった，多様な演習タスクを継続的にこなすことによって，論文執筆能力
を向上させることを目的とする．とくに，学習者同士の協働的活動により，
学習・研究活動に対する巨視的な視点や対話を通し自ら向上する姿勢を獲
得することを重視した画期的なテキストである．

世界の言語シリーズ8

ハンガリー語 
岡本真理　著
A5・並製・268頁　定価（本体3,000円+税）　ISBN978-4-87259-332-7　C3087［2013］

学生たちの1年を物語にしたダイアローグを各課に配し，丁寧な文法説明，
重要表現，練習問題で独習初学者も楽しく着実に学べる．豊富なコラムと
写真で文化や歴史も紹介．付録の文法表現活用表，分野別重要表現集，語
彙集を辞書代わりに活用できる．

マルチメディア・コーパス言語学 テレビ放送の計量的表現行動研究
石井正彦，孫　栄奭　著
A5・上製・190頁　定価（本体3,400円+税）　ISBN978-4-87259-420-1　C3080［2013］

マルチメディア・コーパスという新しいタイプのコーパスによって，言語
と非言語行動との関係を計量的に調査・分析する．とくに「擬音語・擬態
語と身振りとの関係」「終助詞ネと視線との関係」「指示詞と指差し及び映
像との関係」について，新たな知見を加える．書きことばの表記・語彙・
文法研究が中心であった従来のコーパス言語学に対して，話しことばの表
現行動研究という新たな領域の可能性を展望する先駆的な研究書．
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タイ語 
宮本マラシー，村上忠良　著
A5・並製・352頁・CD付　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-87259-333-4　C3087［2014］

タイ語を初歩から学ぶ人のための入門書．日常生活でよく使う会話を題材
に，基本的なタイ語の会話，文法を学ぶ．会話例文，語彙，文法・用法の
解説，練習問題に加えて発音・声調と文字の解説を付し，タイ語全般を学
べる初級教材である．発音記号とタイ文字の両方でタイ語を表記している
ので，タイ文字の読めない学習者も学ぶことができる．分野別の語彙集，
文化紹介のコラムも含めた実用的な1冊．

世界の言語シリーズ10

デンマーク語 
新谷俊裕，Thomas Breck Pedersen，大辺理恵　著
A5・並製・416頁・CD付　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-334-1　C3087［2014］

デンマークに留学した日本人留学生が出会う人々，そして彼らとの暮らし
や交流を通して，デンマークの言語・文化・社会を学ぶ．丁寧な文法説明，
よく使われる表現，練習問題で独習初学者も着実に学べる．巻末には便利
な分野別語彙集そして辞書代わりに活用できる語句集を配置．難しい発音
を習得するために，発音練習と聞き取り練習を豊富に用意．

（英文）A Study on Metaphorical Evaluation in Written Texts from a Perspective of Cognitive Linguistics
歳岡冴香　著
A5・上製・120頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-87259-481-2　C3082［2014］

近年の認知言語学的メタファー研究で広がりを見せる最先端のトピックで
ある「比喩的評価」の問題について，動物メタファーと共感覚メタファー
という2つの慣習的比喩の表す評価を論ずる．また，村上春樹のエルサレム
賞受賞スピーチにおける非慣習的比喩的表現の表す評価を分析し，認知言
語学的な比喩表現と評価の研究が，翻訳分析に応用できることを実証する．
邦題：『書き言葉にみられる比喩的評価の認知言語学パースペクティブによ

る研究』

専門日本語ライティング教育 論文スキーマ形成に着目して
村岡貴子　著
A5・上製・214頁　定価（本体3,400円＋税）　ISBN978-4-87259-486-7　C3081［2014］

大学院レベルの外国人日本語学習者のライティング能力向上のため，論文
とは，研究とは何かの概念知識の総体である「論文スキーマ」形成過程を，
多数の文章データのほか，学習への意識変化を問うインタビュー，他者の
文章を評価するテキスト分析タスクによる教育成果等の多くのデータから
分析し，今後の教育実践への課題と展望を提示する．人気テキスト『論文
作成のための文章力向上プログラム』の背景をなす学術書である．



20 21

言
語

モンゴルのことばとなぜなぜ話 
塩谷茂樹　編訳・著／思　沁夫　絵・コラム
A5・上製・236頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-483-6　C8339［2014］

なぜモンゴルで民話がうまれたの？　月が白くて明るいのはなぜ？　なぜ
犬は人間といっしょに暮らすようになったの？　月や星，木と動物たちと
人間のお話．古くからモンゴルに伝わるたくさんのなぜなぜ話をモンゴル
が大好きな大学の先生が翻訳．日本の大学で研究する遊牧民が挿絵を描く，
小学生から読める児童書．二人の先生からの贈り物はもうひとつ，モンゴ
ルはどんな国なの？ことばの面白さと冒険，興味と遊びの心．

簡明ウズベク語文法 
中嶋善輝　著
A5・並製・208頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-87259-534-5　C3087［2015］

中央アジア地域では最大の民族語であるウズベク語の文法について総合的
に解説した待望の書．本書の特徴の1つは，ウズベク語が名詞類，動詞類，
不変化類の3つの品詞類のみからなる点に立脚した構成である．また方法論
的特徴として，語彙や形態素の実用される組み合わせに着目し，それぞれ
の意味や用法が確認できるよう分析的な記述に配慮している．著者による
『簡明ウズベク語辞典』との併用により高い学習効果が期待できる．

日本語の統語的原理 「収束」と「展開」
荘司育子　著
A5・上製・200頁　定価（本体4,900円＋税）　ISBN978-4-87259-516-1　C3081［2015］

複数の言語形式は統語的機能を持つゆえに並立できると著者は言う．言語
は詞（実質語）と辞（機能語．てにをは）に分類され，この二つは統語的
機能によって関係づけられる．機能語（辞）によって言語形式が統語的に
整う．つまり機能語は統合的原理をもつ．ここで言葉の統語的機能とは「収
束」と「展開」のことである．言語を動的にとらえ，知的刺激にみちた言
語観が本書で展開する．

日系移民社会における言語接触のダイナミズム ブラジル・ボリビアの子供移民と沖縄系移民

工藤真由美，森　幸一　編
A5・上製・318頁・DVD付　定価（本体6,500円＋税）　ISBN978-4-87259-512-3　C3080［2015］

ブラジル・ボリビアの3世代にわたる日系移民を対象として，日本語や沖縄
方言と，ポルトガル語やスペイン語との言語接触と言語移行の動態（ダイ
ナミズム）を，フィールドワークと文献の丹念な掘り起こし調査をもとに，
社会的，文化的，心理的側面から考察する本格的かつ貴重な研究成果であ
る．とりわけ子供移民（準二世），沖縄系移民という独特のアイデンティ
ティ形成過程をもつ分析指標への着目は比類がない．
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多言語社会ルクセンブルクの国民意識と言語 
　第二次世界大戦後から1984年の言語法，そして現代　
小川　敦　著
A5・上製・262頁　定価（本体4,900円＋税）　ISBN978-4-87259-480-5　C3087［2015］

第二次世界大戦後から1984年の言語法制定に至るまでに焦点を絞り，公用
語としてのドイツ語，フランス語に対して，ドイツ語の方言であった土着
語が国民意識の醸成とともに整備され，公用語「ルクセンブルク語」となっ
た歴史を分析する．言語イデオロギー・言語意識はどのようにして言説化
され，政治化され，制度面に反映されたのか，また単一言語主義と多言語
主義がどのように対立・融合したのかを明らかにする．

アリスのことば学 不思議の国のプリズム
稲木昭子，沖田知子　著
A5・並製・208頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-499-7　C1080［2015］

出版後150年たつ今なお世界中の人々を魅了する『不思議の国のアリス』に
こめられた遊び心や面白さを，ことばにこだわって読み解く．また，細か
い語法や表現を虫眼鏡でじっとみる「虫の目」，鳥瞰図から大きな構図や仕
掛けをみる「鳥の目」，時代の流れをこえてあせない魅力をみる「魚の目」
といった多様な視点から迫るコラムも多数掲載し，ことば学というプリズ
ムを通して，原著のことばと論理の多彩な輝きをとらえる．

対人関係構築プロセスの会話分析
今田恵美　著
A5・上製・216頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-479-9　C3080［2015］

外国人留学生と日本人学生が日常会話を通して関係を構築していくダイナ
ミックなプロセスを1年間にわたって採録し，会話分析の手法を用いて分析
する．社会文化的属性による違いを前提とせず，会話そのものから話者同
士がどのような立場を前景化させて相互行為に参与しているのかを読み解
くことで，彼らの関係構築円滑化のための普遍的な会話装置「褒め」「自己
卑下」「遊びとしての対立」を明らかにする．

世界の言語シリーズ7

スペイン語　改訂版 
長谷川信弥　著
A5・並製・176頁・CD付　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-337-2　C3087［2016］

スペイン語文法を初級から解説した参考書兼問題集．文法の基礎項目をも
れなく学習できる．なかでも，活用に慣れるよう動詞が多くとりあげられ
ている．中級，上級への橋渡しともなる詳細な文法記述ゆえ，じっくりと
文法項目を理解し，練習問題で運用能力をしっかり身につけたい人向け．
改訂版では，練習問題を増やし，巻末には進度に沿った読み物をつけた．
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ポルトガル語 
平田惠津子，鳥居玲奈，ロジェリオ・アキチ・デゼン　著
A5・並製・290頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-87259-335-8　C3087［2016］

初級から中級への橋渡しとなるテキスト．文法事項を丁寧に学びながら，
意訳と直訳のバランス，発音についても自習できるように構成されている．
また，ポルトガル語とブラジルを知り尽くした著者たちによって，言葉だ
けでなく，ブラジルの言語，地理，歴史，文化についても知識が得られる
ように工夫されており，実践的かつ多面的に学習できる．

世界の言語シリーズ 

大阪大学出版会

ポルトガル語

大阪大学外国語学部

平田  惠津子
鳥居  玲奈
ロジェリオ・アキチ・デゼン
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スウェーデン語 
清水育男，ウルフ・ラーション，當野能之　著
A5・並製・368頁・CD付　定価（本体3,300円＋税）　ISBN978-4-87259-336-5　C3087［2016］

スウェーデン人家族の日常生活を通して，スウェーデンの言語や文化を学
ぶテキスト．家族の会話に料理についての話題が多いのも特徴で，楽しく
学習できる．初学者が独習できるよう，文法には詳しい解説を加え，練習
問題できちんと復習できるようにした．本文には，品詞・変化形・意味に
加えて母音の長短を付した新出単語を掲載，また発音の解説はイラスト付
きでわかりやすい．

世界の言語シリーズ 

大阪大学出版会

スウェーデン語

大阪大学外国語学部
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清水  育男
ウルフ・ラーション
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韓国語ソウル方言の平音・激音・濃音の研究
韓　喜善　著
A5・上製・168頁　定価（本体4,700円+税）　ISBN978-4-87259-564-2　C3087［2016］

本書はソウル方言話者を対象に韓国語の「平音」，「激音」，「濃音」につい
て生成された音が物理的にどういう特徴を持っているかという音響的側面，
どのように発音器官を動かして音を作るかという生理的側面，またどの音
響的特徴を手がかりにして平音・激音・濃音を聞き分けるかという知覚的
側面を調査し，まとめたものである．それらを一度に見比べ，先行研究と
の比較を行い，平音，激音，濃音の違いの全体像を明らかにした．

〔オンデマンド版〕

出産・子育てのナラティブ分析 日本人女性の声にみる生き方と社会の形
秦かおり，岡本多香子，井出里咲子　著
A5・ペーパーバック・286頁　定価（本体3,500円+税）　ISBN978-4-87259-684-7　C3080［2016］

少子化，待機児童，虐待，貧困…．こうした社会問題は，統計的な調査の
みでは解明できない．本書は，当事者たちの思いを「語り」としてナラティ
ブ分析することで，出産・子育てへの「意識」，それにかかわる「環境」，
それに参与する「立場」を明確に描き出す．次世代を生み育てる過程で，
社会的孤立感や閉塞感，不安感に苛まれることなく，充実感と自己肯定感
を見出せるようになるために，社会はどのように変わるべきか．

出産・子育ての
ナラティブ分析
－日本人女性の声にみる生き方と社会の形

秦かおり・岡本多香子・井出里咲子 /著

大阪大学出版会
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アリスのことば学2 鏡の国のプリズム
稲木昭子・沖田知子　著
A5・並製・248頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-600-7　C1080［2017］

『不思議の国のアリス』の姉妹本『鏡の国のアリス』では，ことばや論理の
仕掛けが，一層巧緻に用意周到に織り込まれている．本書は該当箇所の英
文も掲載し，その言語学的な魅力に多角的に迫る．ミクロに分け入る「虫
の目」，マクロから鳥瞰する「鳥の目」，全体を見通す「魚の目」の各視点
によるコラムも充実．ことば学というプリズムを通して，ことばと論理の
多彩な輝きをとらえる大好評シリーズ「アリスのことば学」第2弾．

ライティング・スピーキングも怖くないIELTS完全対策
大阪大学国際教育交流センター　監修／歳岡冴香　著
A5・並製・186頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-588-8　C2082［2017］

海外留学に必要な英語力検定試験，IELTS．本書は，TOEFL iBTとの比較，
試験対策ポイントから問題演習までを網羅した実践テキストである．特に，
バンドスコア6.0～6.5を目指す際に重要になるライティング・スピーキング
の採点例を多数掲載して，高スコア獲得のポイントを解説．ネイティブス
ピーカーによるリスニング練習問題，スピーキングの試験場面を収録した
CD付．

阪大リーブル58

古代語の謎を解く　II
蜂矢真郷　著
四六・並製・268頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-440-9　C1381［2017］

古代の日本人はどんな言葉を使っていたのだろうか．現代日本語とどこで
つながり，どこで切れているのだろうか．例えばツマ［妻・夫］とトモ
［友・伴］，モミチ［黄葉・紅葉］とカヘルテ［楓］などの類義語や，「ウマ
シ」「アハレ」などの語について，最新の研究の一端をわかりやすく述べ
る．好評を博した既刊『古代語の謎を解く』（大阪大学出版会，2010年）の
続編として，Handai‒Asahi中之島塾の講義の成果をまとめる．大阪大学出版会058
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Ⅱ

思考ツールを利用した日本語ライティング リーディングと連携し論理的思考を鍛える

脇田里子　著
A5・上製・244頁　定価（本体4,100円＋税）　ISBN978-4-87259-556-7　C3081［2017］

本書は，主に学部レベルの日本語学習者を対象とし，文章の論理構造を意
識化させるレポート・ライティングの学習方法，およびリーディングとラ
イティングの連携を重視した教育実践について論じたものである．リーディ
ングとライティングの双方に利用できる思考ツールを取り入れ，また1つの
テーマに対して3種類のレポート（「調査型」，「賛否型」，「問題解決型」）を
課すことで，学習者の論理的な思考を鍛えることを目指す．
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（中文）现代汉语语法研究  以日语为参考系

杉村博文　著
A5・上製・316頁　定価（本体5,700円＋税）　ISBN978-4-87259-592-5　C3087［2017］

現代中国語の文法的特徴は英語との対照で規定することが主流となってい
るが，本書は類型論的に英語とも中国語とも大きく異なる日本語の視点を
ベースに，記述言語学，機能言語学，対照言語学，コーパス言語学，認知
言語学，言語類型論などの方法論を用いて現代中国語の文法を記述分析し，
中英対照だけでは見えてこない特徴を摘出する．
邦題：現代中国語文法研究―中日対照の視点から

现代汉语
语 法研究
以日语为参考系

杉村博文 著

大阪大学出版会

外国語習得に成功する学習プロセス 留学することなく身につけるために
吉田ひと美　著
A5・上製・258頁　定価（本体6,300円＋税）　ISBN978-4-87259-561-1　C3082［2017］

英語圏への語学留学を経験することなく英語学習に成功するには，どのよ
うな方法をとればよいか．様々な学習の機会を活用し，自らの学習環境を
整備していくダイナミックなプロセスを，ライフ・ストーリー・インタ
ビュー調査を用いて分析する．学習成功者がスランプを経験してもなお学
習を継続していく態度や特徴的な学習の捉え方，自己調整などの精神発達
に関する視点を軸に，成功する学習プロセスを解明する．

Osaka University Humanities and Social Sciences Series 〔オンデマンド〕

（英文）Virtual Japanese Enigmas of Role Language
金水　敏　著
菊変型・ペーパーバック・162頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-87259-548-2　C0081［2017］

「そうじゃ，わしが博士じゃ」としゃべる博士や「ごめん遊ばせ，よろし
くってよ」と言うお嬢様のように，現実には存在しなくても，いかにもそ
れらしく感じてしまう日本語，役割語．誰がいつ作ったのか，なぜみんな
が知っているのか．本書は役割語の豊穣な世界を紹介した『ヴァーチャル
日本語　役割語の謎』（岩波書店，2003年）の英語版．海外在住の言語学
者，日本語に関心のある読者に向け，待望の翻訳刊行．

発話冒頭における言語要素の語順と相互行為
伊藤翼斗　著
A5・上製・306頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-583-3　C3081［2018］

日常会話の発話冒頭で直観的に用いられる「えっ」「なんか」「でも」「えー
と」等の言語要素が複数使用される際の順序について，会話分析の手法を
用いて分析し，順序規則と会話の進行における役割を明らかにする．
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〔オンデマンド版〕

簡明ウズベク語辞典
中嶋善輝　著
四六・ペーパーバック・312頁　定価（本体4,000円＋税）　ISBN978-4-87259-696-0　C3587［2019］

ウズベク語の本邦初の本格的日本語対訳辞典．ラテン文字正書法に準拠し
た13,000語の見出し語について，最新の学術情報に基づいて，語彙の来源
や意味項目を充実させるとともに，格支配や不規則変化形を明記するなど
単語の細かな使い方も記述，また，用語理解や語感の涵養に必要となる良
質な用例も豊富に掲載している．
2015年に刊行された『簡明ウズベク語辞典』のオンデマンド版．

世界の言語シリーズ13

イタリア語
Giulio Antonio Bertelli，菊池正和　著
A5・並製・400頁・CD付　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-338-9　C3087［2019］

初級～中級向けの総合教科書．独習者や検定試験にも対応．1．文法項目ご
とに説明と練習問題を集約し，ニーズに応じた学習が可能．2．「文要素の
並べ替え」，「文の前半と後半を結びつける」など，多彩な練習問題．3．イ
タリア人の発想メカニズムから文法を説明．4．日本人にありがちな間違
い，語源，ジェスチャー，方言など，イタリアの魅力をたっぷり紹介．日
常的に使用できる素材で学ぶ，新・決定版．

世界の言語シリーズ 

大阪大学出版会

イタリア語

大阪大学外国語学部

CD
2枚付き

Giulio Antonio Bertelli
菊池  正和

13

聞き手はいつあいづちを打つのか マレーシア語と　　　
日本語会話の対照研究

勝田順子　著
A5・上製・258頁　定価（本体5,300円＋税）　ISBN978-4-87259-612-0　C3080［2019］

日本語会話と会話・談話分析の研究が限られているマレーシア語会話にお
いて，主に聞き手の反応（あいづち，うなずき）の観点から，質・量的に
対照分析を行った書．両会話における聞き手行動の特徴を踏まえた上で，
マレーシア人と日本人の日本語接触場面会話の分析及びフォローアップ・
インタビューも行い，日本語教育への応用も試みた．日本語の「ね」「さ」
と似た機能を持つ談話小辞kanについての歴史言語学的考察も含む．

母語をなくさない日本語教育は可能か 定住二世児の二言語能力

真嶋潤子　編著
A5・上製・336頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-617-5　C3037［2019］

日本語が母語ではない子どもたちにとって，母語の存在は，言語学習の側
面のみならず，自尊感情やアイデンティティ，親子関係にも大きく影響す
る．中国ルーツの子どもの多い小学校，ベトナムルーツの児童が少数在籍
する小学校で行われてきた母語と日本語の二言語教育の実績から，日本語
が母語ではない子どもたちへの「何もなくさない」全人的な教育に対する
姿勢や環境整備のあり方を提示する．

真嶋　潤子 編著

大阪大学出版会大阪大阪大学大学出版出版会会

母語をなくさない
日本語教育は可能か

定住二世児の二言語能力
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「なる」構文の多義性とそのメカニズム なぜスカートは
短くなるのか？

大神雄一郎　著
A5・上製・294頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-87259-688-5　C3080［2019］

日常的に広く観察される「XがYくなる」や「XがYになる」といった，
変化を表す動詞「なる」に様々なアスペクト形式の付いた日本語表現につ
いて，変化の「なる」構文と呼び，その実態とメカニズムについて論じた
書．本書では，これらの表現の多義性に注目し，その意味，用法の拡がり
について日本語学・英語学・心理学などの知見も取り込みながら考察を行
い，認知的要因に支えられて生じる現象であることを主張した．

学校英語教育のコミュニケーション論 「教室で英語を学ぶ」こと
の教育言語人類学試論　　

榎本剛士　著
A5・上製・270頁　定価（本体4,900円＋税）　ISBN978-4-87259-689-2　C3080［2019］

本書では，日本の高校の英語授業で実際に起こったコミュニケーションか
ら出発し，教師や生徒が使用する言語の「再帰性」という特徴に着目しな
がら，教室内で・教室外へ展開するメタ・コミュニケーション，および，
その連鎖を辿る．「教室で英語を学ぶ」という社会・文化的実践の多層性，
教室における英語の多機能性を明らかにし，「教室で英語を学ぶ」ことそれ
自体をコミュニケーションとして捉え直すための枠組みを構築する．

探索的コーパス言語学 データ主導の日本語研究・試論
石井正彦　著
A5・上製・388頁　定価（本体5,700円＋税）　ISBN978-4-87259-692-2　C3080［2019］

これまでコーパス言語学研究の主流は「データによって仮説を検証する確
認的なアプローチ」であったが，本書は「データによってデータそのもの
を説明する探索的なアプローチ」，つまりあらゆる規模のコーパスを対象と
してデータから構造やパターンを探り出し有意味な洞察や仮説を得るアプ
ローチを提案する．統計学によるコーパス言語学の方法論的展開とは．大阪大学出版会

Expl
oratory

C
o
r
p
u
s

L
i

n g u i s t i c s

探索的
コーパス言語学

石井 正彦 著

データ主導の日本語研究・試論

［改訂版］日本語教育学の歩き方 初学者のための研究ガイド
本田弘之，岩田一成，義永美央子，渡部倫子　著
A5・並製・300頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-673-1　C3081［2019］

2014年3月刊行の初版から，学会誌「日本語教育」の情報をアップデート．
日本語教育研究という学際分野が日本語教育学へと発展するにつれて，日
本語教育学とは何かが問われるようになった．新しい学問分野として確立
されるべき日本語教育学を体系化し，研究の方法論について検討する．近
い将来確立されるべき日本語教育学がどのようなものであるか，日本語教
育研究は実践にどのような貢献が可能であるか，その設計図を展望．

本田　 弘之
岩田　 一成
義永美央子
渡部　 倫子  著

日本語日本語
教育学教育学のの

歩き方
初学者のための研究ガイド

大阪大学出版会
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［改訂版］

［改訂版］

9784872594683

1923081022008

ISBN978-4-87259-468-3

C3081 ¥2200E

定価（本体2,200円＋税）
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［新装版］脱・日本語なまり 英語（＋α）実践音声学
神山孝夫　著
A5・並製・222頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-694-6　C3080［2019］

『あなたは，どの外国語も正しく発音できます』この本の指示の通り，きち
んと声を出して繰り返し発音し，のどに手を当て，鏡で口の動きを確認し
ながら読み進めると，これまでどのように発音してきたかを自分で発見し
て驚き，問題点がよくわかります．

世界の言語シリーズ14

インドネシア語
原　真由子　著
A5・並製・402頁・CD付　定価（本体3,300円＋税）　ISBN978-4-87259-339-6　C3087［2020］

学びやすいと言われるインドネシア語の独学の初学者を意識し，例文にも
新出単語を添えて，今日から学習を始められる重要ポイントを押さえて教
えるテキスト．発音は付属CDでチェック．現地で実際に使われるやりと
りや現地の人々の名前をできるだけたくさん使った多数の例文で，段階を
踏んで進む各課の到達目標を，練習問題でチェック．巻末の30課まで頑張
れば文法は中級まで本格的に身に着く．語学学習におすすめ．

世界の言語シリーズ 

大阪大学出版会
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14
「世界の言語シリーズ」刊行にあたって
　世界地図を拡げて，まだあなたが行ったことのない見
知らぬ土地の断片を一つ選んで，その土地に村落や
都市を築き多様な文化の営みの中で暮らしている人々
に思いを馳せ，彼らが遊び，働き，愛し，争い，そして和
解するときに語るコトバに，そっと耳を傾けてみてくださ
い．あなたは彼らのそのコトバがわかるでしょうか？　あ
なたの気持を，腕力や暴力ではなく，彼らのコトバで伝
えることができるでしょうか？
　「世界の言語シリーズ」は大阪大学外国語学部の
学生が大学で学ぶ語学実習授業のレベルと内容をそ
のままテキストにしました．読者のみなさんが，このシリ
ーズを通じて世界のコトバを学び，世界の人 と々共に
遊び，働き，愛し，必要ならば争い，また和解するため
のコトバの力を手にすることを願ってやみません．

旧 世界言語研究センター センター長 高橋　明

定価（本体3,300円＋税）

１.スワヒリ語
小森淳子

２.中国語
杉村博文、郭修靜

３.モンゴル語
塩谷茂樹、中嶋善輝

４.ベトナム語
清水政明

５.ロシア語
上原順一

６.フィリピン語
大上正直、ジェニー・ヨシザワ

７.スペイン語
長谷川信弥

８.ハンガリー語
岡本真理

世界の言語シリーズ［既刊］

９.タイ語
宮本マラシー、村上忠良

10.デンマーク語
新谷俊裕、トマス・ブラク・
ピーザスン、大辺理恵

11.ポルトガル語
平田惠津子、鳥居玲奈、
ロジェリオ・アキチ・デゼン

12.スウェーデン語
清水育男、ウルフ・ラーション、
當野能之

13.イタリア語
ジュリオ・アントニオ・ベルテッリ、
菊池正和

ツカ20.5mm 左トジ

世界の言語シリーズ15

ペルシア語
竹原　新，ベヘナム・ジャヘドザデ　著
A5・並製・206頁・CD付　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-340-2　C3087［2020］

ペルシア語に初めて取り組む学習者，大学の初学者向け教材に最適．
アラビア文字の習得から文法，単語表現，講読，聞き取りまで，網羅的に
ペルシア語の基礎を学ぶことができる．講読やコラムでは，日本人とイラ
ン人の交流，イラン文化や文法上の要点を紹介し，イランへの理解を深め
ることができる．巻末の語彙集で基本単語を押さえ，CDで発音を確認す
ることで，1冊で総合的にペルシア語の基礎を固められる．

世界の言語シリーズ 
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15
「世界の言語シリーズ」刊行にあたって
　世界地図を拡げて，まだあなたが行ったことのない見
知らぬ土地の断片を一つ選んで，その土地に村落や
都市を築き多様な文化の営みの中で暮らしている人々
に思いを馳せ，彼らが遊び，働き，愛し，争い，そして和
解するときに語るコトバに，そっと耳を傾けてみてくださ
い．あなたは彼らのそのコトバがわかるでしょうか？　あ
なたの気持を，腕力や暴力ではなく，彼らのコトバで伝
えることができるでしょうか？
　「世界の言語シリーズ」は大阪大学外国語学部の
学生が大学で学ぶ語学実習授業のレベルと内容をそ
のままテキストにしました．読者のみなさんが，このシリ
ーズを通じて世界のコトバを学び，世界の人 と々共に
遊び，働き，愛し，必要ならば争い，また和解するため
のコトバの力を手にすることを願ってやみません．

旧 世界言語研究センター センター長 高橋　明

定価（本体2,600円＋税）

１.スワヒリ語
小森淳子

２.中国語
杉村博文、郭修靜

３.モンゴル語
塩谷茂樹、中嶋善輝

４.ベトナム語
清水政明

５.ロシア語
上原順一

６.フィリピン語
大上正直、ジェニー・ヨシザワ

７.スペイン語
長谷川信弥

８.ハンガリー語
岡本真理

世界の言語シリーズ［既刊］

９.タイ語
宮本マラシー、村上忠良

10.デンマーク語
新谷俊裕、トマス・ブラク・
ピーザスン、大辺理恵

11.ポルトガル語
平田惠津子、鳥居玲奈、
ロジェリオ・アキチ・デゼン

12.スウェーデン語
清水育男、ウルフ・ラーション、
當野能之

13.イタリア語
ジュリオ・アントニオ・ベルテッリ、
菊池正和

14.インドネシア語
原 真由子

竹
原   

新
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デ

ツカ11mm 左トジ

（英文） Let’s Learn! Engineering English for Practical Applications
Shawn Anderson, Maho Nakahashi, Ryogo Yanagida　編著
B5・並製・214頁・CD付　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-705-9　C3082［2020］

理工系学生が世界の研究者と協働し，研究成果を発信して活躍していくた
めの英語力の向上を目的とした学習書．英語の苦手意識を克服し，異文化
を理解，尊重しながらメールや会話でコミュニケーションをとって人脈を
広げ，プレゼンテーションや論文などで研究成果をアウトプットすること
ができることを目的とします．英語が苦手な大学生Kenを主人公に研究室
生活が始まるストーリーから各課が進みます．

束＝13mm
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体言化理論と言語分析
鄭　聖汝，柴谷方良　編
A5・上製・574頁　定価（本体9,000円＋税）　ISBN978-4-87259-715-8　C3080［2021］

体言化（nominalization）という現象に焦点を絞り，いわゆる埋め込み構
文などについて，新しい分析を提示した論文集．語やフレーズといった統
語単位の認知的動機づけ，およびそれらの文法・談話機能の解明に重点を
おいた機能主義言語学の展開を推し進め，その有効性を説いた．従来の伝
統文法や生成文法等で個別に扱われてきた様々な現象や構文が，体言化現
象として統一的にまとめ上げられることを実証する．

世界の言語シリーズ16

トルコ語
宮下　遼　著　
A5・並製・340頁・CD付　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-341-9　C3087［2021］

トルコ語は，文字，発音，文法がとても規則的で，非合理的な例外が極端
に少ない言語です．文字と文法から，発音，読解，会話と段階的に学習し
て，着実にトルコ語をマスターしましょう！トルコ文学，イスタンブール
都市史を専門とする著者が，トルコの魅力と奥深さをたっぷりお伝えしま
す．大阪大学外国語学部トルコ語専攻で使われてきた授業用プリントから
生まれた，正しい文法と語彙を身に着け，自力でトルコ語の文章を理解で
きるようになるための教科書．

世界の言語シリーズ17

アラビア語
依田純和　著
A5・並製・418頁・CD付　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-342-6　C3087［2021］

本書はアラビア語初級から中級へ向けてのアラビア語入門書である．動詞
の法，名詞類の格，タンウィーン（不定語尾）などの用法を正確に理解す
ることを目的とする．文法の説明に基づいてハムザなどを含め母音記号な
どを完全に付ける練習を多数用意した．各課の新出単語は各課の末尾，会
話で用いられる単語は会話の後に載せた．文字編（語彙集・文法表付き）
は別冊を参照．

大阪大学外国語学部
世界の言語シリーズ17　アラビア語別冊〔文字編・文法表・語彙集〕

依田純和　著
A5・並製・172頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-734-9　C3087［2021］

『大阪大学外国語学部　世界の言語シリーズ17　アラビア語』の別冊〔文字
編・文法表・語彙集〕．文字編では，より負担の少ない文字学習の新方式を
取り入れ，発音，ハムザの書き方，綴字上の特殊例，アラビア語学習に欠
かせない「語根」と「語形パターン」等について丁寧に解説した．簡潔に
まとめられた動詞活用表・名詞類の格変化・代名詞類の一覧表，本教材で
現れる単語を網羅的に掲載した語彙集も収録する．
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技能実習生と日本語教育
真嶋潤子　編著
A5・上製・432頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-738-7　C3037［2021］

技能実習生への日本語教育の問題，外国人労働者受け入れの歴史と制度的
問題，主な送り出し国での現地実態調査，日本の受け入れ機関等への調査
で現状を明らかにしたうえで，EPA介護福祉士と地域日本語教室での受け
入れ実態と特徴的な問題構造を考える．さらに，台湾や韓国の受け入れ事
例も紹介し，日本が学ぶためのポイントを示す．外国人労働者の受け入れ
をいかに進めていくか，これからの日本を支える日本語教育とは．

世界の言語シリーズ18

台湾華語
林　初梅，吉田真悟　著
A5・並製・246頁　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-343-3　C3087［2021］

中国語中～上級学習者を対象とした，台湾華語（台湾で使用されている中
国語）の中級レベルの教科書かつ多言語社会台湾へアプローチするための
入門書．台湾人の歴史，アイデンティティ，言語などの30のトピックで構
成されており，語学教材としての使用だけでなく，中国語を通して台湾に
対する理解を深め，あわせて多言語社会について考えるきっかけとなるよ
うな，社会言語学の導入教材としての役割も兼ね備える．

世界の言語シリーズ 
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「世界の言語シリーズ」刊行にあたって
　世界地図を拡げて，まだあなたが行ったことのない見
知らぬ土地の断片を一つ選んで，その土地に村落や
都市を築き多様な文化の営みの中で暮らしている人々
に思いを馳せ，彼らが遊び，働き，愛し，争い，そして和
解するときに語るコトバに，そっと耳を傾けてみてくださ
い．あなたは彼らのそのコトバがわかるでしょうか？　あ
なたの気持を，腕力や暴力ではなく，彼らのコトバで伝
えることができるでしょうか？
　「世界の言語シリーズ」は大阪大学外国語学部の
学生が大学で学ぶ語学実習授業のレベルと内容をそ
のままテキストにしました．読者のみなさんが，このシリ
ーズを通じて世界のコトバを学び，世界の人 と々共に
遊び，働き，愛し，必要ならば争い，また和解するため
のコトバの力を手にすることを願ってやみません．

旧 世界言語研究センター センター長 高橋　明

定価（本体2,600円＋税）

１.スワヒリ語
小森淳子

２.中国語
杉村博文、郭修靜

３.モンゴル語
塩谷茂樹、中嶋善輝

４.ベトナム語
清水政明

５.ロシア語
上原順一

６.フィリピン語
大上正直、ジェニー・ヨシザワ

７.スペイン語
長谷川信弥

８.ハンガリー語
岡本真理

９.タイ語
宮本マラシー、村上忠良

世界の言語シリーズ［既刊］

10.デンマーク語
新谷俊裕、トマス・ブラク・
ピーザスン、大辺理恵

11.ポルトガル語
平田惠津子、鳥居玲奈、
ロジェリオ・アキチ・デゼン

12.スウェーデン語
清水育男、ウルフ・ラーション、
當野能之

13.イタリア語
ジュリオ・アントニオ・ベルテッリ、
菊池正和

14.インドネシア語
原真由子

15.ペルシア語
竹原新、ベヘナム・ジャヘドザデ

16.トルコ語
宮下遼

17.アラビア語
依田純和

9784872593433

1923087026000

ISBN978-4-87259-343-3

C3087 ¥2600E

つか＝14.5mm 左トジ
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大阪大学総合学術博物館叢書1

扇のなかの中世都市 光円寺所蔵「月次風俗図扇面流し屏風」
泉　万里　著
A4・並製・96頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-211-5　C1371［2006］

光円寺に所蔵される「月次風俗図扇面流し屏風」には24枚の扇が貼り付け
られている．その1枚1枚に，中世の京都の姿やその近郊を舞台として繰り
ひろげられる祭礼行事・遊楽の情景が，細かな筆遣いで克明に描かれてい
る．本書では今回はじめてこの24の扇面を，それぞれA4判に拡大し大きく
配置した．われわれを「中世をめぐる京都の旅へ」誘う一冊．

大阪大学総合学術博物館叢書2

武家屋敷の春と秋 萬徳寺所蔵「武家邸内図屏風」
泉　万里　著
A4・並製・84頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-212-2　C1371［2007］

叢書1に続き，A4判のなかに武家屋敷の美しい暮らしぶりを紹介する．こ
の屏風は，これまでカラー図版が紹介されたことがなく，また，17世紀に
狩野定信が描いたことが捺印からわかる学術的にも貴重な資料である．遊
芸の稽古をする若者，立花の様式，屋敷の裏方の情景など，解説に加えて
画の筆致にも触れて美術史，民俗，芸能など，さまざまな分野からの関心
に応えられる．

阪大リーブル1

ピアノはいつピアノになったか？ 
伊東信宏　編
四六・並製・300頁・CD付　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-234-4　C1373［2007］

約300年前に誕生したピアノはハイドン，ベートーヴェン，ショパン，リス
トなどの作品や演奏法にも影響を及ぼしながら進化をとげてきた．
現代の黒くて重厚なピアノに至るまでの歴史を知ることによって，ピアノ
が本来もっていたはずの多彩な可能性が聴きとれるようになる．
ピアノ愛好家，音楽史研究者，ピアニスト必読の書．
付録CD「歴史的ピアノの音」

阪大リーブル14

芸術と福祉 アーティストとしての人間
藤田治彦　編
四六・並製・294頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-250-4　C1370［2009］

芸術至上主義や高級芸術の信奉者は，芸術は卑俗な生活と無縁で，特権的，
永遠なものと考える．一方で，芸術は生活や医療・福祉に奉仕し，人間に
幸せをもたらすものという考えも根強い．本書は，数度の「芸術と福祉」
国際会議の経験をもとに，ウイリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフ
ツ，アジアのガンジー主義，柳宗悦の民芸運動，セツルメント運動など，
「人生や生活を幸せにする芸術」の流れを多方面から紹介する．
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阪大リーブル17

能苑逍遥（中）　能という演劇を歩く 
天野文雄　著
四六・並製・324頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-302-0　C1374［2009］

百年あまりの間，演劇ではない何物かとみられてきた「能という演劇」に
ついて，演出，復活上演，戯曲を巡り，詩的な思索的世界と様式的な美的
世界を望見する．【能の演出と演式を歩く】もう一つの鐘入り／夢幻能のワ
キは観客の代表なのか他【復曲を歩く】能の復活上演の実際と課題／空蝉
はなぜ碁に負けたのか他【戯曲としての能を歩く】源氏物の夢幻能ではな
ぜ物語中の人物が亡霊として登場するのか／≪杜若≫を読み解く他

阪大リーブル23

フランス表象文化史 美のモニュメント
和田章男　著
四六・並製・260頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-307-5　C1370［2010］

中世からの文学，絵画，音楽，建築などの表象を，各時代の価値観，欲望，
夢，憧れ＝時代精神の表現ととらえる．また，南仏のロマネスクやトルバ
ドール，北仏のゴシック，ケルトの騎士道物語，フランドルの多声音楽な
どを「場」との関連で，教会建築，城砦，宮殿，庭園，凱旋門やエッフェ
ル塔を時代の「美」の象徴としてとらえる．芸術全般にまたがる啓蒙書．
よきフランス観光案内．

ビルマ古典歌謡におけるジャンル形成
井上さゆり　著
A5・上製・376頁　定価（本体6,400円＋税）　ISBN978-4-87259-380-8　C3073［2011］

ビルマの古典歌謡について，膨大な貝葉を丹念に調査し，作品創作の技法
とプロセスを分析することにより，ジャンル形成過程を明らかにする．と
くに，弦チョー歌では「替え歌」を意味する「アライッ」を多く創作した
一方で，鼓パッピョー歌では新しい調律方法を用いたオリジナルな創作を
多く行ったウー・サに注目し，その創作活動がジャンル分化の端緒となっ
たことを明示する．第7回井植記念・アジア太平洋研究賞受賞論文．

阪大リーブル32

ああ、誰がシャガールを理解したでしょうか？ 二つの世界間を生き延びたイディッシュ文化の末裔　

圀府寺　司　編／圀府寺　司，樋上千寿，和田恵庭　著
四六・並製・226頁・CD付　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-315-0　C1371［2011］

旧ロシアのユダヤ人集落に生まれ，イディッシュ文化の中で育ち，フラン
スで活躍したシャガールは，ロシア革命，ナチスによる迫害，アメリカ亡
命，米ソ対立という革命と冷戦の歴史に翻弄された．ソ連の崩壊でロシア
関連の情報が公開されて，「愛と夢と幻想の画家」からほど遠く，自分と一
族の安全のためにさまざまな自制や韜晦を余儀なくされた苦悩の画家像が
浮かび上がる．付録CD「クレズマー音楽」
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阪大リーブル38

ヨーゼフ・ラスカと宝塚交響楽団 
根岸一美　著
四六・並製・220頁・CD付　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-320-4　C1373［2012］

日本のブルックナー研究の第一人者である著者が，ブルックナーの本邦初
演の指揮者がヨーゼフ・ラスカであることを見出したことを契機に，日本
のオーケストラ黎明期に宝塚歌劇オーケストラの前身である宝塚交響楽団
を指揮し，西洋音楽の普及に情熱をそそいだラスカの生涯と作品にはじめ
て光を当ててまとめた，音楽学史上意義深い一冊．日本の詩歌や旋律，情
景などに着想を得てラスカが創作した傑作の再現CD付．

バルトークの民俗音楽編曲
伊東信宏　著
A5･上製･214頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-347-1　C3073［2012］

バルトークの作曲と民謡研究のダイナミックな相互作用を，両者の界面に
あたる民謡編曲に焦点をあてながら内在的に理解することによって，作品
のより深い理解を目指す .本書では全ての編曲について，オリジナル民謡
と編曲手法により整理を行い，得られた全体像について論述．さらに一つ
の到達点である≪44の二重奏曲≫の成立史を辿ることにより，バルトーク
の民俗音楽編曲の思考法について，より深い分析と考察を加える．

大阪大学総合学術博物館叢書9

戦後大阪のアヴァンギャルド芸術 焼け跡から万博前夜まで
橋爪節也，加藤瑞穂　編著
A4・並製・96頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-219-1　C1370［2013］

吉原治良をリーダーとして結成された具体美術協会の前衛作品を解説．こ
れらには戦後復興期のから高度成長期までのバイタリティーあふれる大阪
の活動がうかがわれる．行動美術協会，生活美術聯盟，グタイピナコテカ
などの絵画作品や，海外作家，現代音楽，建築や広告デザインまで紹介し
ている．

阪大リーブル42

芸術と脳 絵画と文学、時間と空間の脳科学
近藤寿人　編
四六・並製・334頁　定価（本体2,200円+税）　ISBN978-4-87259-324-2　C1370［2013］

世界を認識する心の感動が芸術に表現され，芸術がその感動を再現させる．
心は脳の働きであり，芸術を理解することは，脳の働きそのもの．芸術を
通した新しい視点から，素晴らしい脳の働きを理解しようという，国際高
等研究所の研究会をもとに，参加研究者が書きおろした．芸術を生み出し
芸術に表現される，時間，空間，名前，錯覚などを，脳の研究者と芸術の
研究者が快い文章で描きだし，編者がコラムで読者をナビゲートする．
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CD-Book

視て聴くドレミ フーリエ音楽学への招待
小方　厚，高田拓人，中川　響，山本勇貴　著
四六・並製・88頁・CD付　定価（本体1,600円+税）　ISBN978-4-87259-417-1　C1073［2013］

音楽は「百見は一聞に如かず」である．色は無限に表現できるのに，なぜ
音楽はドレミ…なの?　文字だけでは伝えられないドレミを，音声と動画
で「視て」「聴く」電子版CDとそのライナーノートにあたる本（印刷版）．
フーリエ音楽学とは?　印刷版には数式が散見されるが電子版には数式は
登場しない．印刷版，電子版，どちらでもお好きな方からどうぞ．音楽を
聴くことについては視野（聴野?）が広がると期待したい．

（英文）The Formation of Genre in Burmese Classical Songs 
井上さゆり　著
A5・上製　282頁　定価（本体7,400円＋税）　ISBN978-4-87259-461-4　C3073［2014］

『ビルマ古典歌謡におけるジャンル形成』（2011）の英訳書．ビルマの古典
歌謡について，膨大な貝葉を丹念に調査し，作品創作の技法とプロセスを
分析することにより，ジャンル形成過程を明らかにする．とくに，ビルマ
音楽の父と呼ばれ，18～19世紀に新しい調律方法を用いた創作を多く行っ
たウー・サに注目し，その創作活動がジャンル分化の端緒となったことを
明らかにする .

阪大リーブル45

屛風をひらくとき どこからでも読める日本絵画史入門
奥平俊六　著
四六・並製・304頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-427-0　C1370［2014］

著者がこれまでに手がけた日本絵画展のうちいくつかを選んで，見る人に
わかりやすく，内容についてポイントをしぼった解説をカタログから再録
している．展示は楽しむもの，肩ひじをはってみる必要はないという著者
の姿勢．コラムふうに美術書の紹介も間に挟んでどこから読んでも，楽し
い読み物となっている．

映画に見る日米相互イメージの変容 他者表象とナショナル・　アイデンティティの視点から

池田淑子　著
A5・並製・344頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-466-9　C3074［2014］

アメリカ映画における日本人の映像と日本映画におけるアメリカ人を分析
し，お互いにどのように意識されているか．アメリカ映画としては，『You's 
a sap, Mr. Jap』 ’42，『中国の戦い』’44，『愛と哀しみの旅路』 ’90など日本
で公開されたものもされていないものも含めて14作，日本映画は『あの旗
を撃て』 ’44，『ゴジラ』 ’54，『人間の証明』 ’77，など20作品を分析し考察
する．
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現代スペインの劇作家アントニオ・ブエロ・バリェホ 独裁政権下の劇作と抵抗
岡本淳子　著
A5・並製・286頁　定価（本体3,900円＋税）　ISBN978-4-87259-487-4　C3074［2014］

内戦とフランコ独裁下で活躍した，現代スペイン本格的演劇を代表するブ
エロ・バリェホについての初の紹介．第二次大戦後も続くフランコ体制下
に作られた個個の作品を分析し，権力による検閲とそれへの抵抗を通して
形成された社会批判，個人的経験にもとづくメッセージなど，バリェホの
普遍的な思想を照らし出す．セルバンテスやロルカに加えるにバリェホの
紹介でスペイン演劇の裾野が広がる．写真・図版多数．

第47回日本演劇学会 河竹賞 奨励賞

大阪大学新世紀レクチャー

インドネシア上演芸術の世界 伝統芸術から　　　　　ポピュラーカルチャーまで

福岡まどか　著
A5・並製・188頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-533-8　C1039［2016］

東南アジアという地域の特性を理解したうえで，上演芸術を通してインド
ネシアの社会，文化のさまざまな側面を考察する．人々の生活における上
演芸術の位置づけ，宗教・信仰との密接な関連，儀礼における芸術の上演，
演劇とそれを支える物語の世界，音楽と楽器から見る自然環境とのかかわ
り，楽器の象徴性，舞踊と身体，ポピュラーカルチャーとアイデンティティ
について，民族音楽学・文化人類学的な視点から解説する．

阪大リーブル57

世阿弥を学び、世阿弥に学ぶ
大槻文藏　監修／天野文雄　編集
四六・並製・318頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-439-3　C1374［2016］

世阿弥生誕650年を記念し，2年にわたって大槻能楽堂で行われた講演や対
談から，世阿弥にかかわるものを採録．世阿弥とその作品について，専門
家による最新の知見が盛り込まれた貴重な講演とトーク集．著名文化人の
世阿弥観にもふれることのできる，上質の能の手引き書．

（英文）Indonesian Cross-gender Dancer Didik Nini Thowok
福岡まどか　著，古屋　均　写真
B5変型・並製・160頁　定価（本体5,400円＋税）　ISBN978-4-87259-598-7　C0073［2018］

本書は，インドネシア・ジャワ島を拠点として世界的に活躍する女形ダン
サー，ディディ・ニニ・トウォの芸術活動を取り上げてジェンダー，民族，
芸術ジャンルなどのさまざまな境界を脱構築していく軌跡をたどったもの
である．芸術におけるアイデンティティの多層的なあり方について考察し，
多くの写真や映像とともにその魅力に迫る．『性を超えるダンサー　ディ
ディ・ニニ・トウォ』（2014年，めこん）の英訳版．
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大阪大学総合学術博物館叢書15

精神と光彩の画家　中村貞夫 揺籃期から世界四大文明を超えて
橋爪節也，竹中哲也　編著
A4・並製・114頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-525-3　C1371［2018］

大阪で生まれ，大阪大学仏文学科を卒業した異色の洋画家中村貞夫の展覧
会（2018.4.27-6.31）に沿った図録と解説集．絵の具の質感を意識した重厚
な画風から「富士」連作を経て「世界四大文明」シリーズに挑戦，ナイル
川，インダス川，黄河からメソポタミアに至る53作品．見開きいっぱいの
迫力ある大型図やスケッチの線画などを掲載．貴重な資料・写真をまじえ
て時代背景を語る．

鴻池幸武文楽批評集成
多田英俊　編著
A5・上製・472頁　定価（本体7,600円＋税）　ISBN978-4-87259-674-8　C3074［2019］

昭和10年代に活躍した文楽研究家，鴻池幸武の文楽評を集大成した一冊．
「風」を絶対視し豊沢団平を核とした文楽・浄瑠璃義太夫節研究の足跡をた
どりつつ，あらためてその現代的意義を検討する．読売新聞関西版などの
新資料を含む55篇の文楽評に，初出の自筆書入本など周辺資料を併載．フィ
リピンで戦死して七十余年，「日本は一人の天才を失った」と盟友武智鉄二
に言わせた，夭折の批評家鴻池幸武の全貌を明らかにする．

漂流の演劇 維新派のパースペクティブ
永田　靖　編
四六・並製・484頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-693-9　C1074［2020］

大阪を拠点に活動してきた劇団「維新派」について，研究者や演劇人，建
築家らによって多角的な視点から考察した書．演劇史，美術史（特に関西
の前衛芸術）における維新派の立ち位置を分かりやすく概説するばかりで
はなく，維新派の文学的価値や音楽や言語・身体論，都市論からもその魅
力に迫る．維新派の記憶と歴史を様々なかたちで後世に引き継ぐべく，維
新派を読み解くひとつの鍵として提示し，理解を深める書を目指す．

岸田理生の劇世界 アングラから国境を越える演劇へ
岡田蕗子　著
四六・上製・488頁　定価（本体4500円＋税）　ISBN978-4-87259-725-7　C3074［2021］

現代日本演劇において重要な劇作家であるにもかかわらず，これまでまと
まった研究書の存在しなかった岸田理生の劇世界に迫った書．初期から晩
年までの主要作品を取り上げ，劇作手法上の独自性を分析するとともに，
劇作家としての問題意識の変遷を捉える．戯曲執筆の為のノートなども取
り上げ，先行研究で取り上げられていない70年代や90年代，2000年代の作
品にも光を当て，検討する．未刊行の戯曲『洪水伝説』を収録．
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写真家 星野道夫が問い続けた「人間と自然の関わり」
吉成哲平　著／三好恵真子　監修
A5・並製・274頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-87259-728-8　C3070［2021］

長く抱いた写真への疑問を，出会ってからは切り離すことなく心のなかに
あり続けた写真家・星野道夫氏が残した写真と「ことば」の数々に向けて
追究した，若手研究者が成し遂げた新たな試み．写真家はそのとき何を思っ
て撮影し，その心はどこへたどり着くのか．東松照明氏，畠山直哉氏も対
象に，それぞれの写真家が長い年月をかけて伝えようとしたことを，「写真
実践」という，新たな作品分析の方法を用いて見いだしていく．

大阪大学総合学術博物館叢書18

EXPO’70 大阪万博の記憶とアート
橋爪節也，宮久保圭祐　編著
A4・並製・120頁　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-528-4　C1370［2021］

平和や明るい未来像の鮮烈な記憶を残した1970年大阪万博は50周年を迎え
て回顧され，世代間に「夢の宴」は「良きもの」だけではないギャップも
生んでいることに気づく．当時，大阪万博を無視し，万博についての思い
出や「記憶」を持たない人も多くいた．万博への批判，万博後の問題，地
域にもたらしたもの，「夜のイベント」・「具体美術まつり」や「音響芸術」
等のアートの記憶とともに万博をたどる．



38 39

教
育
・
心
理

（英文）Recent Topics in Environmental Psychoacoustics
桑野園子　編
菊・上製・250頁　定価（本体4,700円＋税）　ISBN978-4-87259-230-6　C3011［2007］

日独の環境音響心理学の第一人者が，聴覚の精神物理学である心理音響学
の知見と手法を用いて，環境問題へのアプローチについて論じる．
心理学の知見が，騒音低減の実現や，音質改善，環境基準の制定について
の基礎データの提供など具体的問題解決に貢献した例を多数紹介．

プリント・オン・デマンド（Amazon）

「力のある学校」の探究 
志水宏吉　編
A5・ペーパーバック・314頁　希望小売価格（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-87259-601-4　C3037［2009］

「力のある学校」とは，欧米の「効果のある学校」論をもとに，日本での展
開を跡づけたもので，「そこに関わるすべての人がエンパワーされる学校」
の意味．13人の学者・研究者の研究会の成果をまとめる．顕著でユニーク
な成果を上げている関西の3つの学校現場を詳細に報告し，どのような考え
方や活動が成果に結びつくかの具体例を提示．さらに，「力のある学校」論
を様々な角度から理論的に分析する．いま，教育と学校の希望を熱く語る．

日本生命財団助成図書

大阪大学新世紀レクチャー

教育社会学への招待 
若槻　健，西田芳正　編集／志水宏吉　監修
A5・並製・278頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-295-5　C3037［2010］

教職を目指す学生に，教育の営みを心理学からのアプローチでなく，また
問題を子ども個人に帰着させるのでなく，社会の大きな枠組みの中でとら
え返す思考法を教える．学力低下，不登校，逸脱行為など現実の教育課題
を題材に，学校の事実や知見を社会学的にとらえる．人権や社会的公正の
視点を前に出す．これらの事項をモットーに，十数人の現役の教育学者が
わかりやすく論じる．

魅力ある授業のために２ 双方向型授業の取り組みを中心に
大阪大学大学教育実践センター　編
四六・並製・158頁　定価（本体1,200円＋税）　ISBN978-4-87259-360-0　C3037［2010］

授業やキャンパスライフを通して多様な学びの提案をしてきている大阪大
学大学教育実践センター（現　全学教育推進機構）の取り組みを，現場の
教員の工夫やノウハウから紹介する2007年の出版のシリーズ第2弾．双方向
型授業への取り組みについて初級編，中級編，上級編に分けての報告や実
践例など，授業を行う際の参考になる一冊．
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発達障害の子どもの理解と関わり方入門 広汎性発達障害・ADHDの幼児期から学童期の支援　

永井利三郎　監修／荒木田美香子，伊藤美樹子，奥野裕子，酒井佐枝子，藤原千恵子　編
A5・並製・232頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-353-2　C3037［2010］

広汎性発達障害やADHDの幼児期から学童期の子育て支援に関わる看護
師，保健師，保育士，教育関係者，それらの職種をめざす学生が，発達障
害の子どもの特徴を理解し，どのような評価がなされ，どのようなアプロー
チの方法があるのか，どのような支援がなされているのか等の基本事項を
学べるよう，詳しく解説したテキスト．現代的教育ニーズ取組支援プログ
ラム「親と子の心を支援できる人材育成教育の構築」研究の集大成．

阪大リーブル28

格差をこえる学校づくり 関西の挑戦
志水宏吉　編
四六・並製・306頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-311-2　C1337［2011］

1990年代の構造改革がもたらした経済格差の拡大を背景に，子どもたちの
学力格差が教育界の大きな問題になっている．学力低下の内実は学力格差
の拡大にある．子どもの学力をどのように保障するかについて，関西では以
前から同和教育を中心にさまざまな取り組みが行われている．本書は子ども
の学力保障に取り組む教育現場の関係者（教師，指導主事，校長，教育委
員会，研究者）が，実践の中から知恵を出し合い，具体的な解決法を探る．

プリント・オン・デマンド（Amazon）

排除する社会・排除に抗する学校
西田芳正　著
A5・ペーパーバック・302頁　希望小売価格（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-87259-602-1　C3037　◯生［2012］

大人になるとは何か，学校経験をどのように生かして生きる力を身につけ
るか．社会の状況が悪化し，子どもたちの生活がますます困難になってい
る現在，この現実に抗し，排除に加担しない学校と教育の可能性を追求す
る．文化住宅街の子ども，進路選択，フリーター調査，養護施設など困難な
環境に置かれた子どもの実態に迫る．教育社会学に投じられた貴重な一冊．

フランスCNEによる大学評価の研究
服部憲児　著
A5・上製・186頁　定価（本体4,239円＋税）　ISBN978-4-87259-397-6　C3037［2012］

フランスの大学評価機関，CNEが設立された当時の状況は近年の日本の状
況にも似るが，フランスはCNEによる個別大学評価を進め，国家的にこ
の問題に対応している．本書はその活動内容，実践例，成果と影響そして
課題を，教育者，研究者としての熱意ある視点で指摘する．我が国の大学
に必要性が主張される「大学評価」の姿を明らかにし，評価から改善への
道筋を示す．
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教育／福祉という舞台 動的ドラマトゥルギーの試み
藤川信夫　編著
A5・並製・270頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-87259-485-0　C3037［2014］

社会の「現実」を解明する新たな方法としてE．ゴッフマンが社会学に導
入したドラマトゥルギー的アプローチを，学校や高齢者福祉施設など現場
でのフィールドワークにおいて試みた事例研究と分析．日常の相互行為を
キャラクターや場面など演劇の舞台としての観点から描写する．ドラマトゥ
ルギー的アプローチの活用可能性とともに，理論と実践，教育と福祉を繋
ぐ新たな可能性を提示する意欲的な挑戦．

大阪大学新世紀レクチャー

リスク社会を生きる若者たち 高校生の意識調査から
友枝敏雄　編
A5・並製・246頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-500-0　C3036［2015］

2001年，2007年，2013年と3回にわたり1万人をこえる高校生の意識調査（福
岡，大阪，東京の高校生を対象）．3回目には震災と原発事故の新しい質問
事項が設けられた．本書から現代高校生の興味深い意識のあり方が浮かび
上がる．たとえば①若者のモラルの低下は見られない②友人関係は希薄化
していない③保守化の進行が顕著など．データからビビッドな若者像が析
出される．

体験型ワークで学ぶ教育相談 
小野田正利，藤川信夫　監修／大前玲子　編著
A5・並製・280頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-424-9　C3037［2015］

研究型総合大学における教職課程のニーズに応えた，学生がリアリティを
もって学ぶことができる教科書．臨床心理学的アプローチをベースにした
体験型ワークを数多く組みこむほか，いじめや学級崩壊に関して主体的に
議論できる素材を提供して，教育相談に関する様々な関係者に対応する知
識とアドバイスを盛りこむ．認知行動療法ワークやSST，発達障害の子ど
もへの対応ワークは，学校現場でも実用的に使用することができる．

（英文）A Handbook for Enhancing English-Medium Program Quality and Practice 
Towards Effective Teaching, Learning and Assessment

Beverley A. Yamamoto，Don Bysouth　編著
A5・並製・166頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-502-4　C3037［2015］

大学の学部教育の質の向上のため，指導方法，評価，モデレーション，学
習方法を連結させることに主眼をおき，教育を設計・提供するための効果
的指導法，学習法，評価法のツールとテクニックを提示するハンドブック．
実証資料に基づいた様々なデータを収集し，ベストプラクティスを抽出．
国際的に共通して有効な教育基準や実践方法についての情報を，教育や指
導に活用できるようコンパクトにまとめている．
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プリント・オン・デマンド（Amazon）

学び続ける教師の養成 成長観の変容とライフヒストリー
姫野完治　著
A5・ペーパーバック・346頁　希望小売価格（本体3,400円+税）　ISBN978-4-87259-603-8　C3037［2013］

多忙化等により追いつめられている現代の教師には，あるべき教師像をも
とにした養成研修による短期的な力量向上ではなく，経験による成長と自
らの成長観をくり返し創造していくことが求められる．教員養成段階にお
いて学生が様々な教育実践経験を積んでゆくプロセスを成長観という視点
から実証的に解明することで，レジリエンスを向上させ，学び続ける教師
を育むための教員養成，教師研究のあり方について提言する．

Osaka University Humanities and Social Sciences Series 〔オンデマンド〕

（英文）Why Is Public Expenditure on Education in Japan Low?
Re-examining the Public Function of Education

中澤　渉　著
菊変型・ペーパーバック・284頁　定価（本体4,200円＋税）　ISBN978-4-87259-547-5　C3036［2016］

2014年度サントリー学芸賞受賞作『なぜ日本の公教育費は少ないのか―教
育の公的役割を問いなおす』（勁草書房，2014年）の待望の英語翻訳版刊
行．日本における教育機会不平等の拡大や少子化の原因の一つとも言える
教育費の私的負担の重さについて，その政策の歴史と現状，国際比較を通
して読み解き，どうすれば公教育費を増やせるかについて考える．

マインド・ザ・ギャップ！ 現代日本の学力格差とその克服
志水宏吉，髙田一宏　編著
A5・並製・266頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-541-3　C3037［2016］

ロンドンの地下鉄駅でのアナウンス“Mind the gap, please”を耳にした
とき，著者は日本の子どもたちの学力の現状を連想した．3時点（1989年・
2001年・2013年）にわたる組織的な調査をもとに，家庭環境に根ざした格
差の実態や格差克服の筋道を多面的に明らかにする．前著『「力のある学
校」の探究』をさらに深め展開．

日本留学のエスノグラフィー インドネシア人留学生の20年
有川友子　著
A5・上製・264頁　定価（本体5,400円+税）　ISBN978-4-87259-563-5　C3037［2016］

本書は日本の高等教育機関に留学したインドネシア人たちの20年について
「留学生」の立場から描いたものである．日本でインドネシア人留学生たち
が見た世界，留学を終えて帰国したインドネシア人たちがそれぞれのキャ
リアの中で見た世界，その中での「日本留学」経験はどのようなものであっ
たのだろうか？　またどんなことが関係し，影響したのだろうか？　教育
人類学の立場から留学生の文化習得プロセスの解明を目指す．
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うまくやれる工学のアクティブラーニングOJE
大阪大学工学研究科ビジネスエンジアリング専攻，米谷　淳　編著
A5・並製・240頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-518-5　C2037［2016］

アクティブラーニングを「うまくやる」には，「うまくやれない」ことを見
守る秘訣があった！　しっかり立って遠くを見据える人材，変化に対応で
きる柔軟で強い人材を育てるために，専攻の取組みとして設立以来，教員
は逃げられない立場で，専門知識をビジネスにつなぐ自律的な学修をさせ
る「工学教育」に取り組んできた．研究も教育も両立する，アクティブラー
ニングを，長く，うまくやるコツ「OJE法」を解説する．

どうして高校生が数学を学ばなければならないの？
大竹真一　編
A5・並製・258頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-554-3　C0041［2017］

数学はできないと苦しみ困り進路を変えさせ，役立つ役立たないと議論さ
れる不思議な教科です．数学に困ったとき答えがどこかに見つかるように
編集しました．本のタイトルをお題に，高校生に語るように答えてくださ
いと依頼しいろいろな立場の先生が書き下ろしています．とても考えさせ
られたそうです．数学の勉強に不安のある高校生も，数学好きな高校生，
悩んでいた大人，興味のある大人も，ちょっと立ち止まって読んでみる？

対話で創るこれからの「大学」
大阪大学 CO デザインセンター　監修／八木絵香・水町衣里　編
四六・並製・220頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-599-4　C0037［2017］

未知で複雑で困難な課題の解決を先導する「高度汎用力」の養成を目指す
大阪大学COデザインセンターが「社会を変える取り組み」で活躍するゲ
ストたちとともに，知のありかた，つなぎ方を考える対談集．
【ゲスト】（掲載順）
馬場正尊・八木啓太・小笠原舞・小竹めぐみ・若林恵・稲村和美・東浦亮
典・人見光夫・平田オリザ・江間有沙・水野祐・石川新一・岩田有史・座
馬耕一郎・相川高信・吉澤剛・内田由紀子・神里達博

外国にルーツをもつ子どものバイリンガル読書力
櫻井千穂　著
A5・上製・340頁　定価（本体5,900円＋税）　ISBN974-87259-581-9　C3037［2018］

日本国内の在留外国人数の増加に伴い，学校で日本語指導を必要としてい
る言語的マイノリティの子どもたちへの対応が急務となっている．本書は，
学業の達成のために必要不可欠と言われている読書力の発達に焦点をあて，
その実態を複言語能力の獲得と喪失のダイナミズムから実証的に解明する．
そして，日本の学校社会における言語的マイノリティの子どもたちへの言
語教育の指針となり得る読書力の発達段階指標を提唱する．
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ウェルビーイングを実現する学力保障 教育と福祉の
橋渡しを考える

髙田一宏　著
A5・上製・242頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-87259-632-8　C3037［2019］

子どもの貧困・社会的排除の深刻化による学力格差を広げないために，学
校はどのようにあるべきか．
貧困・生活困窮層の子どもたちにとって不可欠なのは貧困対策と人権教育，
なかでも学力保障である．学力・進路保障によって子どもたちの未来をつ
くる場として学校を位置づけ，教師と生徒の関係を良好に保ち，専門職，
外部機関，地域組織，住民が連携する「チーム」としての学校づくりに資
する政策的・実践的示唆を提示する．

〈しんどい学校〉の教員文化 社会的マイノリティの子どもと向き合う
教員の仕事・アイデンティティ・キャリア

中村瑛仁　著
A5・上製・280頁　定価（本体4,400円＋税）　ISBN978-4-87259-691-5　C3037［2019］

社会的マイノリティが在籍する学校の教員たちがどのように子どもや保護
者，また教職という職務と向き合っているのかを社会学的なデータ分析か
ら明らかにする．教員が勤務校で経験する特徴的な職業的困難や職業的ア
イデンティティ，自身の成長，キャリア形成の過程を描くことで，「子ども
の社会的包摂」にむけた教員の専門性の内実を示しつつ，厳しい労働環境
における教員たちへの支援の方策を提示する．

「間」に生起する自閉症スペクトラム
永浜明子　著
A5・上製・312頁　定価（本体4,000円＋税）　ISBN978-4-87259-703-5　C3011［2020］

10年にわたり自閉症スペクトラム当事者とともに修学や日常生活の〈困り〉
に向き合ってきた著者が，その歩みのなかから関係性や当事者の変化を振
り返り，自閉症スペクトラムが人に属する障がいではなく，人と人の間の
関係性の中に出現・消失することを提示する．臨床哲学的アプローチが打
ち出す，自閉症スペクトラムの捉え方と〈困り〉への対処法．

〈つながり〉を創り出す術 続・対話で創るこれからの「大学」
大阪大学 CO デザインセンター　監修／八木絵香，水町衣里　企画編集
四六・並製・222頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-707-3　C0037［2020］

「高度汎用力」の養成を目指す大阪大学COデザインセンターが，社会の
中で新しい価値をつくり出している実践者たちとともに，知のあり方，つ
なぎ方を考える対談集．分断した「知」をつなぎ，社会に実装する力「高
度汎用力」とは何か．社会の中で異なる分野・立場が持つ知恵や経験のつ
なぐ方法についてなどから，これからの大学教育のあり方，日本社会にお
ける学びのあり方を考える．『対話で創るこれからの「大学」』の続編．

ISBN978-4-87259-707-3
C0037 ¥2000E

定価（本体2,000円＋税）
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理系研究者からの知見に基づく科学技術英語プレゼンテーション指導法
Development of Teaching Methods Using Experts’ Knowledge for Effective Scientific Presentations in English

島村東世子　著
A5・上製・294頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-714-1　C3080［2021］

日本人の英語プレゼンテーション力を向上させる具体的な方法がわかる．
実践力を育成する，効果的な指導法，指導内容を授業に取り入れることが
できる．科学技術英語プレゼンテーション指導における重要要素と，重要
スキルを挙げて体系的に示しており，何を優先するのかがわかり，自信を
持って教えられる，「英語教員必携書」！
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（英文）Dynamics of Cultures and Systems in the Pacific Rim 
小泉潤二　編
菊・並製・300頁　定価（本体4,000円＋税）　ISBN978-4-87259-094-4　C3039［2003］

【 Contents 】 Hinduism in Singapore ／ On the Endenese Labour 
Migration to Malaysia ／ Migrant Enclaves and Dynamism in Pacific 
Cultural Systems ／ The Rich Ones, the Rabble and Local Government 
／ A Micro Island State and its Indigenous Culture in the Age of 
Global Capitalism ／ Local Currencies in New Zealand and Australia 
／ Cultural Origins and the Development of Entrepreneurship in Peru 
／ Economic Change and Cultural Constancy ／他
邦題：『環太平洋地域の文化とシステムのダイナミクスに関る研究』

阪大リーブル3

超高齢社会は高齢者が支える 年エ イ ジ ズ ム

齢差別を超えて創
プロダクティブ・エイジング

造的老いへ

藤田綾子　著
四六・並製・200頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-236-8　C1336［2007］

これまで我が国は，高齢者を弱者として位置づけてきた．しかしこの見方
は，べイビートークや隔離，虐待などの高齢者差別という結果をもたらし
た．高齢者が弱者としてでなく，市民として誇りを持って生きる道は何か．
著者は『厚生労働白書』の分析やインタビューを通し，高齢者の抱える深
刻な問題に光を当て，新たな関係性の構築やボランティア活動にその活路
を見出す．

シリーズ 環境リスクマネジメント3

リスクマネジメント・システム 
矢野昌彦　著／「環境リスク管理のための人材養成」プログラム　編
四六・並製・208頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-282-5　C3336［2009］

組織におけるリスクを体系化し，管理するためのシステムアプローチにつ
いて解説する．環境，品質，労働安全衛生，社会，情報セキュリティなど
の基本事項のほかリスク抽出・評価手法，統合マネジメントシステムの監
査技法，ピュアリスクの抽出方法とその影響評価の方法から，リスクマネ
ジメント全体の構築・評価が可能となる実践的知識を身につける．

シリーズ 環境リスクマネジメント4

地球温暖化の経済学 
西條辰義，新澤秀則，明日香壽川，平石尹彦，戒能一成，鮎川ゆりか，本郷　尚　著／

「環境リスク管理のための人材養成」プログラム　編
四六・並製・282頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-283-2　C3336［2009］

将来を見据えた国際社会の動向について論じる．温室効果ガスのインベン
トリプログラムや気候変動枠組条約に沿った技術移転問題を取り上げ，経
済主体の取り組みでリスク低減が図れることを示す．ポスト京都の制度は
どうあるべきか，排出権取引や炭素税規制などの国内温暖化防止制度設計
を提言し，そのリスク評価に注目する．
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大阪大学新世紀レクチャー

若年非正規雇用の社会学 階層・ジェンダー・グローバル化
太郎丸　博　著
四六・並製・212頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-290-0　C3036［2009］

小泉構造改革がもたらした非正規雇用の増大や格差の根は深い．著者は言
う．「非正規雇用について研究するのは，その現状を正確に把握し，評価
し，状況を改善する策を知りたいからである」．なぜ非正規雇用は増加して
いるのか，正規・非正規の間の移動障壁はなぜこんなに高いのか．理論と
データを積み重ね，社会階層論をもとに，急を要するこの問題に大胆に踏
み込む．テキストにも最適．

阪大リーブル16

医療技術と器具の社会史 聴診器と顕微鏡をめぐる文化
山中浩司　著
四六・並製・286頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-301-3　C1336［2009］

急速に技術革新が進む医療の分野で，19世紀から使用され続けている聴診
器と顕微鏡から，器具が生まれた社会文化的な背景，器具が生み出した文
化や人々の関係を考える．聴診器はなぜ臨床医のシンボリックな存在となっ
たのか．聴診器によって医療者と患者の関係はどのように変化したのか．
顕微鏡がもたらす実験医学のイメージは新しい医学の文化的社会的性質に
どのように影響したのか．エピソードと史実から両者の深い関係を探る．

コンフリクトの人文学　第1号 
大阪大学グローバル COE プログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」　編集
A5・並製・356頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-350-1　C3036［2009］

〈特集　ダルフール紛争〉ソロモン「アフリカにおける紛争予防と人間の安
全保障」，サリ「ダルフール紛争」，解題・栗本英世，〈セミナー論文〉フェ
ブレス「暴力の記憶と民主主義の確立（ペルー）」，桧垣立哉「生権力のセ
クシュアリティー」
〈論文・研究ノート〉藤原久仁子，唐澤佑子
〈調査報告〉吉澤弥生，登久希子，石川朝子他

コンフリクトの人文学　第2号 
大阪大学グローバル COE プログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」　編集
A5・並製・404頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-366-2　C3036［2010］

〈特集①　オルタナティブ・ジャスティス〉パーメンティア「政治犯罪に修
復的司法は可能か（南アフリカ）」「集団暴力後のグローバル・ジャスティ
ス」，栗本英世，石田慎一郎，河村有教，海野るみ他〈特集②　人文学に
とって映像とは何か〉田沼幸子，岡田秀則，根来祐，内海博文
〈研究ノート〉前田雅司，松崎遼子他
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コンフリクトの人文学　第3号 
大阪大学グローバル COE プログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」　編集
A5・並製・326頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-387-7　C3036［2011］

（セミナー論文）『文化人類学への招待』，（論文）『「海賊版」の開発／発展』，
『ポスト・コンフリクトの日米美術交流』，『フランス東洋学の交流権』，（研
究ノート）『自立支援とソーシャルキャピタル』，『80年代イギリスの「ブ
ラック・アート」にみるコンフリクト』，『シエラレオネ革命統一戦線（RUF）
の形成と軍事活動の展開』【特別寄稿】『ブラジル日本移民・日経「研究」
の回顧と展望』【資料と通信】『民族誌co-labo 100の試み』

叢書 コンフリクトの人文学1

コンフリクトから問う その方法論的検討
冨山一郎，田沼幸子　編
A5・並製・196頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-402-7　C3036［2012］

コンフリクトはまずは政治的言語として登場する．コンフリクトには，あ
たかも自然のように日常性に埋没した様態もある．政治的言語が取りこぼ
し，対立と認識されないような自然化された領域においても，コンフリク
トという問題を設定しうる．政治化されたコンフリクトは，対立をこえた
能動的なプロセスに向かう．コンフリクトのもつ社会生成の可能性，展開
を想像する方法を問う．

叢書 コンフリクトの人文学2

コンフリクトと移民 新しい研究の射程
池田光穂　編
A5・並製・340頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-87259-403-4　C3036［2012］

集合的社会現象として移民をとらえるだけでなく，その現象に巻き込まれ
る人々のアイデンティティと，研究者を巻き込んだ実践との関係性のダイ
ナミズムとしてとらえ，研究の教育実践への還元を試みる．第一部「文化
理論」移民にまつわるコンフリクト研究．第二部「在日状況」五編のモノ
グラフを通し具体的状況を見る．第三部「実践研究」は日本とベトナムの
間のコンフリクトを把握．第四部 学習文献ガイド．

叢書 コンフリクトの人文学3

競合するジャスティス ローカリティ・伝統・ジェンダー
牟田和恵，平沢安政，石田慎一郎　編
A5・並製・390頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-404-1　C3036［2012］

①戦争の記憶と記録の様態を分析し，男性中心的価値に抗する形でジェン
ダー的正義が現れ葛藤する様態を分析．②グローバルな普遍主義が浸透す
る中で，ローカル/伝統的な価値の抵抗による創造が生じる様相を，アジ
アに焦点を置きつつ解明．③内戦や紛争によって深刻な葛藤を経験したア
フリカ，太平洋地域において，和解のための多様なジャスティスの実践に
着目した法学・人類学を架橋する試み．三つのチームの成果を結集する．
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叢書 コンフリクトの人文学4

コンフリクトのなかの芸術と表現 文化的ダイナミズムの地平
圀府寺　司，伊東信宏，三谷研爾　編
A5・並製・372頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-405-8　C3036［2012］

①「国民国家/ナショナリティ」と「地域制/ローカリティ」を双極とし
たときに浮上する芸術活動そのものの実態，ならびに芸術にかかわる言説
の布置．文化的アイデンティティの屈折した様相に光を当てる．②市場メ
カニズムのなかで展開してきた芸術家とその表現行為を社会的な移動と流
通の側面から明かす．③東方ユダヤ人に限定して，さまざまな文化運動の
枢要なモメントとなった身体や身体表現の重層性の検証．

コンフリクトの人文学　第4号
大阪大学グローバル COE プログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」編集
A5・並製・360頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-393-8　C3036［2012］

（座談会）「グローバル化を問い直す」（三島憲一・栗本英世・冨山一郎），
（論文）大橋美晴，比嘉康則，入谷秀一，（研究ノート）藤井真一，（特集企
画）「コンフリクトと横断性」小橋川ひとみ，栗山新也，渡辺順一，永岡
崇，古川岳志，久保田美生，（資料と通信）早川真悠，（調査報告）李豪軒，
白岩優姫，（書評）古川不可知，沈正明他

コンフリクトの人文学　第5号
大阪大学グローバル COE プログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」編集
A5・並製・242頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-401-0　C3036［2012］

（論文）「コンフリクトの共同体，共同体のコンフリクト」「『良き親』であ
り『良き日本人』であること」（研究ノート）「ジンバブエ問題の解釈にお
けるコンフリクト」「言い表せないものの可能性」「『大きな世界』との際
会」「中国の経済成長期におけるコンフリクト」（セミナー報告）「アフガニ
スタンで平和を創るということ」

阪大リーブル43

グローバル社会のコミュニティ防災 多文化共生のさきに 
吉富志津代　著
四六・並製・190頁　定価（本体1,700円+税）　ISBN978-4-87259-425-6　C1336［2013］

近隣地域社会の共助を中心にコミュニティの災害対応能力の向上をめざす
「コミュニティ防災」が機能するためには，多様な構成メンバー，特に外国
出身のコミュニケーションが容易でない人たちへの視点が重要不可欠であ
る．阪神・淡路大震災以降，国内外の被災地でコミュニティラジオ放送を
はじめ，多言語での情報発信の地道な活動を続けてきた著者が，その豊富
な経験をもとに，多様なマイノリティとの共生の方策を提言する．
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大阪大学新世紀レクチャー

ヨーロッパ・ことばと文化 新たな視座から考える 
野村泰幸　編
A5・並製・222頁　定価（本体2,300円+税）　ISBN978-4-87259-454-6　C3080［2013］

ヨーロッパとはどういう世界なのか．ことばと文化は歴史とどのように関
わっているのか．新たな切り口と斬新さを備えたヨーロッパ学の教科書．
Ⅰ「言葉と原理」（言語記号）
Ⅱ「言葉と文化」（表象）
Ⅲ「言葉と社会」（動き）
世界での飛躍を求められる学生たちに，新たな視野を提供する．

スウェーデンにみる高齢者介護の供給と編成
斉藤弥生　著
A5・上製・474頁　定価（本体5,200円＋税）　ISBN978-4-87259-460-7　C3036［2014］

社会福祉学，社会学，政治学，経済学，看護介護学等の学際的視点から，
スウェーデンの高齢者介護の供給と編成の変遷と現状を分析する．普遍型
福祉国家といわれるスウェーデンでは，グローバル化や市場化の流れを受
けて介護サービスの再編が進んでいる．日本のホームヘルプの変遷，介護
システムとの比較分析を経て，自治体による介護供給の独占状態から抜け
出せていない日本の現状に対して切り込む新たな視角を提供する．

第16回損保ジャパン記念財団賞

大阪大学新世紀レクチャー

平和研究入門 
木戸衛一　編
A5・並製・300頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-474-4　C3036［2014］

日本の安全保障には多くの課題がはらまれている．平和はいかなる構想の
もとに実現するのか．Ⅰ・直接的暴力に抗う，Ⅱ・構造的暴力への洞察，
Ⅲ・文化的暴力の克服の3部から成り，価値志向性，学際性，学問的主体性
を重視し，戦争にまつわる暴力だけでなく，貧困や差別，公害など人間の
生活を脅かす現象も平和研究の積極的な対象に据える．社会現場からの報
告も貴重．

阪大リーブル49

サッカーボールひとつで社会を変える スポーツを通じた　社会開発の現場から

岡田千あき　著
四六・並製・280頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-431-7　C1336［2014］

近年，開発の文脈における「スポーツ」には，他者との関わりを生み，社
会性を身につけること，さらには，コミュニティや国づくりにも影響を与
える包括的でダイナミックな役割が付与されつつある．本書では，とくに
「サッカーのもつ力」に着目し，個人，地域，国などへの具体的な貢献に関
する事例を紹介し，サッカーを通じた「人と人とのつながり」や「コミュ
ニティ形成」，「豊かな市民社会」の実現を提言する．
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阪大リーブル48

アーカイブ・ボランティア 国内の被災地で，そして海外の難民資料を
大西　愛　編
四六・並製・184頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-430-0　C1336［2014］

人間の活動記録の積み重ねがアーカイブとなるが，ただ残されて積み上げ
ただけではゴミとなる．被災した資料も整理し，長く残せる環境を整え，
誰もが閲覧できるアーカイブを残すためにかかわったボランティア活動を
紹介する．
【目次】1災害国日本のアーカイブを救済する

阪神・淡路大震災と東日本大震災の資料の救済
 　　　2海外の資料とアーカイブ・ボランティア

UNHCRの難民資料整理ボランティア

大阪大学新世紀レクチャー

［改訂版］ジェンダー・スタディーズ 女性学・男性学を学ぶ
牟田和恵　編
A5・並製・262頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-497-3　C3036［2015］

人気講義「現代の差別を考える（女性学・男性学）」の13人の講師陣による，
ジェンダーにかかわる知・学びへと誘う入門書決定版．「ことば・アートと
ジェンダー」「家族と性をめぐる変動と挑戦」「ジェンダー視点で考える社
会制度・福祉」「グローバル社会とジェンダー」といった多岐にわたる断面
から，基礎的な知識のみならず，その背後にある考え方や歴史，思想を習
得するとともに，より深い考察に至ることができるよう構成されている．

近代大阪の乳児死亡と社会事業
樋上惠美子　著
A5・上製・336頁　定価（本体7,000円＋税）　ISBN978-4-87259-511-6　C3036［2016］

近代大阪の歴史は，女性の病気や乳児死亡をいかになくすかの課題に取り
組んだ社会事業の歴史でもあった．明治・大正・昭和戦前期に及ぶ，近郊
農村から大阪に働きにやってきた貧しい女性たち（紡績女工，女中，日雇
い，娼婦など）の労働，食生活，出産，育児，母体保護，住居，健康，無
料保育所などの実態を，広範な資料から調べ上げた稀有の労作．著者作製
の図表95，地図6，当時の実情がわかる写真30葉を添える．

近代大阪の乳児死亡と
社会事業 樋上 惠美子

大阪大学出版会大阪大学出版会

親は生活水準を上げて、戦中期には10人に一人に減らし、
こうして私たちの祖先は生き残り、私たちはいま・ここにいる。
…乳児の母親たちの労働と家族形成、またそれを援助する
社会事業の歴史を丹念に調べ上げた力作研究。

今から百年前（大正時代初期）、
大阪の乳児は 4人に一人が誕生日の前に
死んだ。

近・現代の
家族の歴史に

迫る

ファミリー・ヒストリー

阪大リーブル54

とまどう男たち―生き方編
伊藤公雄，山中浩司　編
四六・並製・280頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-435-5　C1336［2016］

「男」は病気か？　息子に「おまえ幸せかい？」と尋ねる親はどれくらいい
るだろうか．男子として生まれた不幸は，ある．男は戦闘的である必要が
減り，Y染色体は短縮され，容貌は美しくなり，女性も社会で活躍するよ
うになってきた．しかし，男は若いうちから徐々に孤立し，女よりも腹の
脂肪が増え，自殺率が増えているのだ．高度経済成長時代から時代が変わ
り，とまどう男たちに何が起きているのか．死に方編との同時刊行．
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阪大リーブル55

とまどう男たち―死に方編
大村英昭，山中浩司　編
四六・並製・246頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-87259-436-2　C1336［2016］

退き際のダンディズムとはなにか．大村英昭氏の絶筆となってしまった本
書は「生き方編」とともに「あきらめの男性学」を示す．久坂部羊，石飛
幸三，中村仁一の目前に死をとらえたエッセイとともに，男が自殺する理
由，死に場所，死に方，いのちが尽きようとしたとき必要なエクササイズ，
心霊（たましい）の行方までをたどる．本当の男の道とはなにか．生きて
いるうちに「死」が視野に入る，気づきの書．

Osaka University Humanities and Social Sciences Series 〔オンデマンド〕

（英文）Social Mentality in Contemporary Japan
Quantitative Social Consciousness Studies
吉川　徹　著
菊変型・ペーパーバック・202頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-546-8　C1036［2016］

日本人の心のあり方，社会意識を計量的に分析し，現代日本社会を鋭く読
み解いた好著『現代日本の「社会の心」―計量社会意識論』（有斐閣，2014
年）の英語版．海外在住の日本学研究者，日本社会に関心のある読者に向
け，待望の翻訳刊行．

大阪大学新世紀レクチャー

共生学が創る世界
河森正人，栗本英世，志水宏吉　編集
A5・並製・290頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-542-0　C3030［2016］

人は一人だけでは生きられない．かといって，人がしっかり結びついてい
た古い共同体は戻ってこない．ばらばらの状態で世界を寄る辺なく漂う現
代人にとって，生きる意味はどこにあるか．本書は，大阪大学大学院人間
科学研究科の教員たちが，学生に向けて，人とモノ，人と自然，人と人，
さらには人と死者をつなぐ共生（共に生きる）の方向に人間再生の可能性
を求め，これからの生き方と新しい文明のあり方を探る．

阪大リーブル52

むかしの家に学ぶ 登録文化財からの発信
畑田耕一　編著
四六・並製・164頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-434-8　C1352［2016］

最近の日本の住宅は快適のみを求め，その代償としてエネルギー消費が多
くなり機能的ではあるがゆとりがない．自然と共生するという日本古来の
伝統文化が消えつつある今，残されている伝統的建造物を登録文化財とい
う形で残し，昔の生活の合理性や工夫を学んで地域の暮らしを見直す．古
い住宅を保存しながら活用し，各地で行われる多様な活動が，地域の活性
化にも貢献している例を紹介する．
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シリーズ人間科学1

食べる
八十島安伸，中道正之　編
四六・並製・238頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-618-2　C1330［2018］

「食べる」という日常的な行為をキーワードに，心理学，社会学，教育学，
哲学，生物学などの広範な学問領域から，「人そのものと，人が営む社会」
を明らかにする．各章では，味覚をつかさどる脳神経機構からの研究，乳
幼児の食行動と関連した社会性の発達，贈与交換と共食，摂食障害，食事
の作法，災害時の「炊き出し」，辺境地の食，サルや類人猿の食行動，食と
性のタブー等について扱い，「人間とは何か」という問いに迫る．

■DIC 2397　　■DIC 2311

多文化共生の医療社会学 中国帰国者の語りから考える日本のマイノリティ・ヘルス

小笠原理恵　著
A5・上製・246頁　定価（本体5,300円＋税）　ISBN978-4-87259-629-8　C3047［2018］

日本にもさまざまなマイノリティが暮している．彼らが表面に出せない困
難と，進む多文化共生に医療者が抱えている多様な問題を明らかにする．
見た目は日本人でも文化的にも言語的にもマイノリティな人々が世代を重
ねている．移民・難民受け入れの先行事例として，中国帰国者の医療受診
体験の語りに焦点を当てて見えない問題を探し出し，医療者側の問題を病
院職員を対象とした調査で明らかにした．

市場化のなかの北欧諸国と日本の介護 その変容と多様性

斉藤弥生，石黒　暢　編著
A5・上製・430頁　定価（本体6,100円＋税）　ISBN978-4-87259-597-0　C3036［2018］

グローバル化，新自由主義的政策の流れのなかで，普遍的給付を原則とし
てきた北欧諸国の高齢者介護は市場化の向きを強めている．変容する社会
のなかで，北欧諸国と日本の高齢者介護はどこに向かうのか．北欧諸国の
介護研究の第一人者との共同研究から，北欧四カ国の高齢者介護の最新動
向を分析し，大規模な比較調査から日本の介護労働の特徴を明らかにする．

続・対話の場をデザインする 安全な社会をつくるために必要なこと

八木絵香　著
四六・並製・262頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-582-6　C3036［2019］

2005年 JR福知山線事故の「空色の会―JR福知山線事故・負傷者と家族等
の会」の対話記録．被害者同士，被害者とJR西日本社員，被害者と別の事
故の被害者，事故調査専門家と被害者，さまざまな関係にある人々は対話
の場で何を語ったのか．こうした対話はどのような意味をもち，被害者は
どのように癒されていくのか．前著で原子力をめぐる対話を展開した著者
が見つめる，事故や災害から回復するための対話とは．

定価（本体2,200円＋税）
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〔オンデマンド版〕

［新装版］学歴社会のローカル・トラック 地方からの大学進学

吉川　徹　著
四六・ペーパーバック・258頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-87259-685-4　C3336［2019］

地方出身の若者はどのように進路を選択し，高校卒業後の人生を歩んでい
るのか．島根県のある高校の一クラスを対象に，追跡調査を経て彼らのラ
イフヒストリーを追う．質的・量的調査双方によるモノグラフから，学歴
社会の中で生きる人々の姿を明らかにした．世界思想社より2001年に刊行
された『学歴社会のローカル・トラック』の新装版．

アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ Nuclear Monsters 
Transcending Borders

池田淑子　編著
四六・並製・286頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-670-0　C1074［2019］

戦争の記憶が生々しい日本で生まれた核怪獣「ゴジラ」は，わずか2年で海
を渡り，米国にGodzillaとしてニューヨークから上陸した．ゴジラを見て
育った日米の子供たちは今も熱烈なGファンである．しかし意外にも異な
るその受け止め方は，日米を相互に見直すツールともなる．そして2018年，
ゴジラは星になった．なぜ半世紀以上も日米で愛されているのか．ゴジラ
を愛してやまない日米の6人の研究者が挑む．

分断社会と若者の今
吉川　徹，狭間諒多朗　編
四六・並製・288頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-679-3　C3036［2019］

若者は「自民党支持率が高い」「生活満足度が高い」「「今」の日本社会や
「今」の自分を肯定している」…．「若者論」にありがちな，印象論や若者
を一括りにした議論ではなく，大規模社会調査データに基づいた議論を行
うことで，若者の「今」を客観的に描き出す．権威主義，政治，現在志向，
幸福，消費，労働，ジェンダー，高学歴志向等の幅広いトピックを扱い，
若者の意識の中にある「分断」に着目しながら分析する．

原子力発電世論の力学 リスク・価値観・効率性のせめぎ合い
北田淳子　著
四六・上製・402頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-87259-690-8　C3036［2019］

原子力発電に関する世論の実態を，長期継続調査のデータに基づき，社会
学の視点を用いて明らかにした書．本書では，原子力発電世論を，利用の
賛否という一面的・二分法的なものとしてではなく，人々の根底にある価
値観の相違や動きも含めて捉えた．原子力発電のリスクや脱物質主義的価
値観，経済効率性などが具体的にどう認識されているか，それらの認識は
原子力関連の出来事によって実際にどう動いてきたかを綿密に分析した．
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シリーズ人間科学2

助ける
渥美公秀，稲場圭信　編
四六・並製・272頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-619-9　C1330［2019］

助ける／助けないことは，生き物すべてが生涯を生き抜く際に行う日常的
で不可欠な行為である．本書では，助けること，助けないことを哲学的，
共生学的に議論し，障害，差別，途上国など多様な場面での助ける行為を
医療社会学，教育社会学，国際協力学のフィールドワークから伝える．さ
らに，人間工学，比較行動学，臨床心理学，現象学，グループ・ダイナミ
クスなどの視点から論じて，「助ける」に関する実践的な展望を拓く．

シリーズ人間科学3

感じる
入戸野宏，綿村英一郎　編
四六・並製・288頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-620-5　C1330［2019］

人工知能やロボットなど，人間の能力を超えるさまざまな機械が登場しつ
つある現代．そんな時代でも，私たちには「感じる」という心の働きが残
されている．本書では，知覚心理学から脳科学，社会心理学，安全行動学，
発達科学，異文化コミュニケーションといった幅広い視点から，「感じる」
心について紹介する．

シリーズ人間科学4

学ぶ・教える
中澤　渉，野村晴夫　編
四六・並製・284頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-621-2　C1330［2020］

「学ぶ」行為は人が生まれ環境に適応する過程であると同時に，主体的に知
識やスキルを獲得しようとする行為でもある．そして，「教える」人が介在
することで学びが促進され，また逆に「教える」ことで「学ぶ」こともあ
る．実験，フィールドワーク，ドキュメント分析，統計分析，比較研究，
臨床的アプローチなどの人間科学の領域から「学ぶ・教える」に切り込み，
人間の本性を理解するための多面的な見方とその魅力を提示する．

シリーズ人間科学5

病む
山中浩司，石蔵文信　編
四六・並製・242頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-622-9　C1330［2020］

「病む」にまつわる人間科学の各アプローチにより，人間と人間社会にとっ
ての普遍的な問題としての「病むこと」の意味を見出す．医学，哲学，霊
長類学から病むことの意味，生きることとの関連について論じた上で，臨
床心理学，臨床哲学，社会福祉学，医療人類学から治療や癒やしの制度と
それらが持つ意味を論じる．さらに人類学と社会学の立場から，「病む」こ
とと社会の間に生じる関係，社会における「病気」の意味を考える．
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共生学宣言
志水宏吉，河森正人，栗本英世，檜垣立哉，モハーチ・ゲルゲイ　編
A5・並製・340頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-708-0　C3030［2020］

「他者との出会い」「グローバリゼーション」という基礎的概念から，高齢
者，食と健康，フェミニズムと地域史，性教育，国際協力，宗教と科学技
術をめぐる共創，災害復興とボランティア，死者，潜在的な他者，植物と
いった共生にまつわる諸課題への実践を体系化する．共生に関する個別研
究が広がりつつあるなかで，大阪大学大学院人間科学研究科が宣言する「共
生学」とは何か．2016年刊『共生学が創る世界』発展編．

阪大リーブル73

スポーツで蒔く平和の種 紛争・難民・平和構築
岡田千あき　編著
四六・並製・246頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-641-0　C1336［2020］

複雑化した近年の紛争への対処として，「スポーツを通じた平和構築」が注
目されている．様々な国と地域で活動に携わってきた著者が，紛争，停戦，
復興，開発へと移行する諸段階における「スポーツ」の意味や位置づけを
探るとともに，その期待された役割の違いを浮かび上がらせる．「スポー
ツ」と「社会貢献」「国際協力」「平和構築」を結びつけ，スポーツが多様
な平和に貢献する可能性を有することを示す．073

スポーツで蒔く
平和の種
紛争・難民・平和構築

岡田 千あき  編著
Chiaki Okada

復興のための記憶論 野田村被災写真返却お茶会のエスノグラフィー
宮前良平　著
四六・上製・318頁　定価（本体3,900円＋税）　ISBN978-4-87259-706-6　C3036［2020］

東日本大震災の被災写真返却活動を続けてきた著者が，思い出，記憶，想
起と復興の関係について問いなおし，想起の場と寄り添い方について考え
る．「将来への教訓」としての記憶でなく，一人一人の何気ない記憶を想起
することが復興に繋がるという確信のもと，想起を目指すのではなく，と
もに「すごす」活動を重ねていくことの意義を再確認する．

定価（本体3,900円＋税）

関係人口の社会学　人口減少時代の地域再生

田中輝美　著
四六・上製・386頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-729-5　C3036［2021］

関係人口という新たな主体の存在と，関係人口が地域の再生に果たす役割
を明らかにすることで，これからの人口減少時代における地域再生の在り
方と，再生に向けた具体的な方法論を示した書．社会学の見地から関係人
口を定義し，また関係人口が地域再生に関わった事例の紹介・分析を通し
て，その役割を論じたはじめての研究書である．新型コロナウイルスの影
響を踏まえて，今後の地域と関係人口を検討する補論も付す．
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阪大リーブル75

東日本大震災と災害ボランティア 岩手県野田村、復興への道

渥美公秀，貫牛利一　編
四六・並製・318頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-643-4　C1336［2021］

東日本大震災の被災地・岩手県九戸郡野田村で震災直後から現在まで行わ
れている災害ボランティア活動．中心的な役割を果たしたのは外部者と被
災住民が協働で立ち上げた「チーム北リアス」であった．多くのボランティ
ア活動が単発かつ外部者からの援助に終始する中，チームとして被災者と
外部者が協働する際の知見や被災者と共に被災地の課題を解決するための
手法を紹介し，災害ボランティアの魅力と復興への道筋を考える．

阪大リーブル76

アーカイブズとアーキビスト 記録を守り伝える担い手たち
大阪大学アーカイブズ，高橋明男，菅　真城　編
四六・並製・234頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-644-1　C1300［2021］

一般，学生向けにまとめられた，初めてのアーカイブズ学の入門書．機関
と管理する者の成り立ちや仕事，取り組むべき課題について学べる．日本
では自国のアーカイブズに対してきわめて関心が薄い．こうした背景や，
法，歴史，地方自治体だけでなく，教育委員会，企業のアーカイブズの事
例も示し，重要性と課題の根底にある問題も伝える．デジタル時代のアー
キビストの業務についても収録．

共生社会のアトリエ 大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センターの挑戦

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター　編
A5・並製・316頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-730-1　C3036［2021］

教育現場，被災地，地域交流における学びのほか，パートナー協定を結ん
だ企業，自治体，NPO法人と協働して課題解決に取り組んできたプロセス
を描きおこし，解決の手法を具体的に紹介する．社会と連携・協働し，共
創知を創出すること，協働・共生の場そのものを創出することが，専門家
の役割である．社会の課題に対して実践的に答えるために，大学には何が
できるか．未来共創センターの挑戦には，そのエッセンスが詰まっている．

シリーズ人間科学6

越える・超える
岡部美香　編
四六・並製・250頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-623-6　C1330［2021］

私たちの日々の暮らしは，思い通りにはならないことで溢れている．「想定
外」が尽きない世界で，人間はどうやって豊かに生きていくことができる
のか．大阪大学人間科学部が擁する各研究分野からこの問いにアプローチ
する．人と人，共同体どうしの間の境界を「越えて」協働することで，ま
た，人力や人知を「超えて」いくことで，何とか生きていこうとする人間
の奥深さや多様性を提示する．
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ウイグル文契約文書集成 Sammlung uigurischer Kontrakte
山田信夫　著／小田壽典，Peter Zieme，梅村　坦，森安孝夫　編
B5・上製　定価（本体29,126円＋税）【3巻セット函入・分売不可】　SBN978-4-87259-001-2　C3022［1993］

本書は，故山田信夫大阪大学名誉教授がライフワークとしたウイグル文契
約文書研究の成果を世に問うものである．ウイグル文書は10―15世紀にお
ける中央アジアの社会構造の現実を直接語る世界第一級の史料．共同研究
者であった日独の編者4氏は山田教授の遺志を継いで追加調査・補訂作業を
遂行，5年の歳月を費やして本書を完成した．

大阪大学新世紀セミナー

邪馬台国から大和政権へ
福永伸哉　著
A5・並製・94頁　定価（本体1,000円＋税）　ISBN978-4-87259-117-0　C1321［2001］

「卑弥呼の時代はいつですか」で始まる本書では，中国史書の2C末-3Cと
する内容が正しいかどうか，考古学的に検証していく。特に古墳の出現や
銅鏡の分析，土器の様式変化に注目して「庄内式」土器の時期が，邪馬台
国つまり卑弥呼の時代に相当すると考える。また，大和政権は大和盆地の
東南部から，河内・和泉へと移動して巨大古墳が築造されていることに注
目し，東アジアの情勢のなかで時代を描く。

阪大リーブル4

ドイツ文化史への招待 芸術と社会のあいだ
三谷研爾　編
四六・並製・294頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-237-5　C1322［2007］

中欧を舞台にくりひろげられてきた，近代ドイツの芸術と社会のせめぎあ
い．その歴史を ｢表現活動と日常生活との密接なつながり｣ ｢ドイツとユダ
ヤの共存の夢｣ ｢現代社会と切りむすぶモダニズム芸術の挑戦｣ の3つの位
相から追っていく．著名な作家，芸術家，学者の人間像が生き生きと描か
れ，市民の日常生活が照らし出される．ドイツが生んだ芸術文化の奥行き
にふれる，読みごたえあるガイドブック．

阪大リーブル5

猫に紅茶を 生活に刻まれたオーストラリアの歴史
藤川隆男　著
四六・並製・240頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-238-2　C1322［2007］

見開き完結で楽しめる99の物語を旅しながら，古くて新しい国オーストラ
リアの日常生活に刻まれた地下水脈の歴史をたどる．「歴史」となった事
実，消えていった「事実」．両者を分けるものに目を向けると，気づかな
かった「今」が見えてくる．歴史家がユーモアたっぷりに語る，グローバ
ル社会でのオーストラリアのあじわいかた．
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大阪大学総合学術博物館叢書3

城下町大坂 絵図・地図からみた武士の姿
大阪大学総合学術博物館，大阪歴史博物館　監修
A4・並製・102頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-213-9　C1321［2008］

大坂は，250年以上にわたって幕府直轄領とされてきたにも関わらず，商人
の町と考えられてきた．江戸時代，大坂城はどのような存在意義をもち，
そこを舞台に武士たちはどのような活動をしていたのか．城下町の動きと
ともに，殿様が居住しない城と，町人の生活に入り込んで城を管理する譜
代大名や旗本たちの生活を，カラー図版と詳細な解説で取り上げる．書籍
初掲載の貴重絵図を含む，知られざる大坂の歴史．

近世武家地の住民と屋敷管理 
渡辺理絵　著
A5・上製・228頁　定価（本体5,200円＋税）　ISBN978-4-87259-228-3　C3021［2008］

本書は，近世武家地社会の屋敷管理と住民把握についての本格的な研究書
である．近世米沢の城下町絵図を足がかりに，他藩の史料も参考にしなが
ら，絵図の様式の変化，武士の屋敷観，武家地管理政策，異動に関する願
書，藩庁から家臣への触書などを，豊富な絵図や表をもとに綿密に分析し，
また，宗門人別改帳が当時の社会に及ぼした影響にも一章をあて，近世武
家地に生きた人びとの姿を描き出す．

大阪大学総合学術博物館叢書4

映画「大大阪観光」の世界 昭和12年のモダン都市
橋爪節也　編著
A4・並製・96頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-214-6　C1321［2009］

戦前の観光映画「大大阪観光」に映し出された風景に従いながら水都大阪
の重要テーマを取りあげる．そこには工場地帯の煤煙や水上生活者など都
市問題も多く含んだ繁栄の陰の部分も見え隠れしている．
【目次概略】　大阪見物／観光艇の活躍～中之島から大阪港へ／都市問題／
都市観光という「迷宮」／ほか

阪大リーブル8

歴史学のフロンティア 地域から問い直す国民国家史観
秋田　茂，桃木至朗　編
四六・並製・268頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-241-2　C1320［2011］

本書は，日本史，東洋史，日本学，経済史，比較文明論，美術史など歴史
学に関係する著者が，最新の研究成果をつきあわせ，歴史学の既存の区分
を越えて新しい方法論を考察する試みである．近年の国民国家論の見直し，
グローバル化にともなう一国史的な研究の限界と問題，世界各地の地域統
合を反映した，リージョン，ローカルエリア，グローバルの文脈を取り入
れ，国民国家的な歴史像を相対化する．
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カティリーナの陰謀 
C. ＝サッルスティウス＝クリスプス　著／合阪　學，鷲田睦朗　訳
A5・並製・174頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-274-0　C3022［2008］

ローマ共和制BC63年に起こったカティリーナのクーデター未遂の陰謀事
件は，二つの著作によって有名である．一冊はキケロの弾劾演説であり，
もう一冊が歴史家サッルスティウスの著した本書である．
ヨーロッパで2000年以上にわたって読み継がれてきた重要な古典を，西洋
古代史の専門家が翻訳する．詳細な訳注と解題・論考を付し，著作の内容
や時代背景についての理解を深めてくれる．

近代日本の地図作製とアジア太平洋地域 「外邦図」へのアプローチ
小林　茂　編
B5・上製・512頁　定価（本体7,600円＋税）　ISBN978-4-87259-266-5　C3025［2009］

近代の日本は，アジア太平洋地域について，多数の地図を作製してきた．
第2次世界大戦の終結まで，戦争や植民地経営にむけて作製されてきた地図
は，「外邦図」と呼ばれている．本書は外邦図の作製のプロセスや来歴を研
究し，学術資料として再生したものである．外邦図の所在，台湾・朝鮮・
樺太・千島など東アジアや南西太平洋の地図の作製過程，空中写真，土地
測量の記録，韓国における軍用秘図の意義など，本邦初の外邦図研究．

2010年日本地理学会賞（優秀賞）

阪大リーブル13

わかる歴史・面白い歴史・役に立つ歴史 歴史学と歴史教育の再生をめざして

桃木至朗　著
四六・並製・272頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-249-8　C1320［2009］

この数年，大阪大学の史学系教員と高校世界史の教員が連携して，世界と
日本の歴史学と歴史教育のあり方について，研究会を開いてきた．本書は
その成果のまとめであり，次の3点が重視される．①若者の「歴史離れ」に
どう対処するか．歴史の面白さはどこにあるか．②高校の歴史教育と大学・
大学院の歴史研究を連続したものとして捉える．③「日本を含むアジア史」
を重視し，西洋史，東南アジア史，日本史を連続して捉える．阪大歴史学
の結晶．

阪大リーブル15

主婦になったパリのブルジョワ女性たち 100年前の新聞・雑誌から読み解く

松田祐子　著
四六・並製・304頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-300-6　C1322［2009］

19世紀末から20世紀初頭のパリ・ブルジョワ女性の日常生活を，結婚・子
育て・家事・家政という4つのテーマに即して描きながら，家事と家計を担
い，妻・母としての役割を果たす「主婦」像が形成された歴史的背景を当
時の雑誌記事とともに解明する．彼女たちの意識や行動が，現代日本の女
性たちの生き方に大きな影響を与えていることを示し，その根底に流れる
女性の生き方の問題について考える．
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大阪大学総合学術博物館叢書6

東洋のマンチェスターから大大阪へ 経済でたどる近代大阪のあゆみ
阿部武司，沢井　実　著
A4・並製・96頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-216-0　C1321［2010］

大阪に近代の繁栄をもたらした諸産業の状況を解説する．豊富なカラー図
を年代順に展開し，現代まで続いているメーカーのなつかしい広告やポス
ターを大判のカラー図で紹介している．いまではかえって新鮮なデザイン
と感じられるものも多い．

武器と弥生社会 
寺前直人　著
A5・上製・354頁　定価（本体5,500円＋税）　ISBN978-4-87259-232-0　C3021［2010］

副葬品，ヤジリ等の分析により，武器は農耕用具より数百年遅れて強化さ
れてくることを実証．
【目次概要】　序章　本書の目的と課題／第1章　武器の型式学第2章　武器
の伝来／第3章　金属器時代の武器－弥生時代中期における新たな展開－／
第4章　石製短剣と社会／第5章　武器と儀礼／終章　武器と弥生社会

（英文）The Island of St. Nicholas 
浅野和生　編著／福永伸哉　他著
A4・上製・304頁　定価（本体10,000円＋税）　ISBN978-4-87259-361-7　C3070［2010］

10年にわたり発掘調査した，トルコ南西部，リキア地方にあるビザンティ
ン遺跡の包括的調査とその中心的建築物であるゲミレル島第三聖堂の発掘
調査の英文記録，報告集，本文編と図版編（カラー多数）．

阪大リーブル25

ベルリン・歴史の旅 都市空間に刻まれた変容の歴史
平田達治　著
四六・並製・324頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-308-2　C1322［2010］

第一次大戦の敗北と虚脱，激しいインフレ，ワイマール共和国の首都，ナ
チス支配の中心，そして壁建設と東西冷戦の最前線へ．20世紀を通し，ベ
ルリンほど歴史の荒波に翻弄された都市はない．ユダヤ系の文人や芸術家
が活躍し，独自の都市文化を生んだ都市．毎年のように現地を訪問し，陰
と陽の両側面からベルリンの魅力的貌を紹介．
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中世大越国家の成立と変容 
桃木至朗　著
B5・上製・482頁　定価（本体9,500円＋税）　ISBN978-4-87259-381-5　C3022［2011］

「北部ベトナム」と呼ばれる地域が10世紀に中華帝国の支配から「独立」し
た．本書は，ベトナム史で「李陳時代」と呼ばれ，李と陳の二王朝が継起
した11－14世紀の社会経済的・政治的変化を研究対象とする．
［主要目次］一・ 李陳時代の農業社会と土地制度　二・ 金石文に見る14世
紀の農村社会　三・ 10－15世紀の南海交易と安南国家　四・ 10－15世紀の
対外関係と帝国意識五・ 一家の事業としての李朝　六・ 李朝の地方支配　
七・ 一族の事業としての陳朝　八・ 陳朝の地方支配

大阪大学新世紀レクチャー

ドイツ現代史探訪 社会・政治・経済
鴋澤　歩　編著
A5・並製・210頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-297-9　C3022［2011］

政治，経済，思想，生活，市民運動などさまざまな側面からの，若い世代
の歴史感覚を生かしたドイツ現代社会の実感的同時代史．壁崩壊から今日
までの政治史，経済史を説いた1部と，歴史認識を軸にした現代の思想状
況，東独に生きた人びとの過去と現在，ドイツの中のマイノリティの状況
などを論じた2部から構成される．過去の歴史に向き合いつつ，未来を指向
し，ＥＵを領導するまでに発展したドイツを理解する最適の書．

東アジアのナショナリズムと近代 なぜ対立するのか
米原　謙，金　鳳珍，區　建英　著
四六・上製・346頁　定価（本体3,700円＋税）　ISBN978-4-87259-383-9　C3022［2011］

本書の目的は，今日も日本・韓国・中国の間で発現するナショナリズムの
対立の根はどこにあるのかを，近代の歴史に沿ってその内面から理解する
ことにある．ナショナリズムとは国民的自尊心の表現であり，その根拠は
ナショナル・アイデンティティ（集団としての国民の存在を価値づけるも
の）であると著者はいう．三国それぞれのナショナル・アイデンティティ
の発現の形と他者の歴史認識を確認し，自己のナショナリズムの根拠を東
アジア地域の相互関係の中で理解することをめざす．

カリブ海に浮かぶ島トリニダード・トバゴ 歴史・社会・文化の考察
北原靖明　著
A5・並製・240頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-415-7　C3200［2012］

西アフリカからの奴隷やインド人年季労働者によって開拓されたトリニダー
ド．アフリカ系クレオールとインド系住民の葛藤や，著名な歴史家で独立
後初の首相E・ウイリアムズの苦闘，セルヴォンやノーベル賞作家ナイポー
ルら作家の活躍，カーニバルやカリプソ…多元的価値を内在するカリブ海
の国の初の総合的研究．
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阪大リーブル37

幕末鼓笛隊 土着化する西洋音楽
奥中康人　著
四六・並製・254頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-319-8　C1373［2012］

幕末鼓笛隊は欧米列強に対抗するために西洋式の軍事訓練がなされ，メロ
ディを吹く篠笛とリズムを刻むスネアドラムによる軍楽隊として誕生した．
その後は廃藩置県により消滅したが，じつは地域社会の祭礼と結びついて
今も生き残っている．著者は各地の鼓笛隊を調査し，維新後から継続して
いる数団体と，その後復活した約10の団体を調査し， 文化接触による伝統
音楽の変容と適応について紹介する．

大阪大学総合学術博物館叢書8

ものづくり 上方“酒”ばなし 先駆・革新の系譜と　　大阪高等工業学校醸造科

松永和浩　編著
A4・並製・96頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-218-4　C1321［2012］

日本列島の酒の歴史において，上方は生産・技術に重要な役割を果たした．
江戸時代の伊丹・池田・灘の酒の生産は経済の繁栄をもたらしただけでな
く社会・文化にも広く影響を及ぼした．近代になって西洋のビール・ワイ
ン・ウイスキーの技術開発は大阪高等工業学校の醸造学科が先駆を担い，
事業としては吹田（アサヒビール）山崎（サントリー）などで生産が開始
され全国各地へ広がった．これらの変遷を楽しく紹介する．

近世幕府農政史の研究 「田畑勝手作の禁」の再検証を起点に
本城正徳　著
A5・上製・384頁　定価（本体5,800円＋税）　ISBN978-4-87259-412-6　C3021［2012］

高校教科書にも登場する通説「田畑勝手作の禁」を問い直し，幕府商品作
物政策の実情を明らかにする．従来の近世農政史理解に修正を迫る研究．
【主要目次】　「田畑勝手作の禁」の再検証／幕府検地・検地条目と商品作物
／紅花と藍作／綿作と貢租制度／近世前期幕府商品作物政策の構造と論理
／享保改革期農政と商品作物／享保改革期貢租政策と石高制＝近世貢租体
系の変容・転換

中国先史集落の考古地理学研究 
王　妙發　著
B5・上製・418頁　定価（本体8,000円＋税）　ISBN978-4-87259-398-3　C3022［2012］

中国大陸における先史時代の定住集落の形成から初期都市の成立に至る現
象について，考古地理学の角度から，膨大な資料や文献をもとに二十年に
わたり丹念かつ精緻に分析，研究した成果を総括した労作．黄河流域や北
方及び東北地域の先史集落について，分布，立地，人口，定住，規模，内
部構造等について詳述するとともに，黄河及び長江流域の13ヶ所の遺跡を
地理学的意義を有する初期都市として認定するなど新知見を紹介．

第12回 東南アジア史学会賞
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共進化する現代中国研究 地域研究の新たなプラットフォーム
田中　仁，三好恵真子　編
A5・並製・364頁　定価（本体3,900円＋税）　ISBN978-4-87259-394-5　C3022［2012］

「共進化」とは，相互に進化することによって自分たちの環境が動的に変化
し続け，その結果単独進化に比してよりすぐれた行動を導くことができる
という意味を含む．それぞれのディシプリンをもつ歴史家など14名の研究
者が継続的な対話を行い，その成果を本書にまとめる．グローバル大国・
中国を，政治・経済・貿易や安全保障の面から論じる第一部と，モンゴル
や台湾との関係で論じる第二部，日本との関係で論じる第三部から成る．

近世江戸商業史の研究 
賀川隆行　著
A5・上製・372頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-392-1　C3021［2012］

本書は，主に関西圏で経営する酒問屋や畳表，呉服問屋などが江戸に進出
しての活動を取り上げる．関西ではよく知られ，現在まで続いている小西
酒造，西川産業などの企業もある．地方史調査により発見された多くの一
次資料を分析した力作．

大学アーカイブズの世界 
菅　真城　著
A5・上製・296頁　定価（本体4,200円+税）　ISBN978-4-87259-457-7　C3020［2013］

大学アーカイブズとは何か．その社会的使命や理論についての研究と大学
文書館での経験から本書は書き下ろされた．国立大学アーカイブの設立か
らその業務，大学の自己点検や評価そして教育研究にも資することを紹介
する．また公文書管理法施行により国立大学アーカイブズがこれとどのよ
うに対応し，どんな課題が生まれたか．今後，大学アーカイブズがどのよ
うに活用されて利用者とかかわるのかを試論する．

阪大リーブル44

グローバルヒストリーと帝国 
秋田　茂，桃木至朗　編
四六・並製・224頁　定価（本体2,100円+税）　ISBN978-4-87259-426-3　C1320［2013］

グローバルヒストリーとは，国境と地域を越えて地球的規模で展開する人
類史の課題の考察であり，本書では広域支配を目指す「帝国」に焦点が絞
られる．しかも，西欧中心史観を相対化するため，アメリカや西欧の帝国
にとどまらず，モンゴル帝国や日本帝国も重要な柱になっている．好評を
博した前著『歴史学のフロンティア』に続き，大阪大学の挑戦として新た
な歴史学方法論を提示する．
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オランダ植民地体制下ジャワにおける宗教運動 写本に見る19世紀インドネシアのイスラーム潮流

菅原由美　著
A5・上製・336頁　定価（本体6,800円+税）　ISBN978-4-87259-422-5　C3022［2013］

19世紀ジャワに関し，従来の社会経済史的研究を背景とし，宗教運動とい
う独自の切り口から，イスラーム指導者リファイ，現地人官吏，オランダ
人官吏によるそれぞれの視点で書かれた資料を響き合わせることにより，
多義的に歴史を叙述する．リファイがイスラームを定着させるためペゴン
（アラビア文字表記のジャワ語）で記した著作をローマ字翻字した資料も掲
載．現地調査，オランダ語，ジャワ語資料等を駆使した労作．

第12回東南アジア史学会賞

カナダ・イヌイトの民族誌 日常的実践のダイナミクス
大村敬一　著
A5・上製・438頁　定価（本体6,800円+税）　ISBN978-4-87259-455-3　C3039［2013］

本書は，イヌイトと総称されるカナダ極北圏の先住民についての民族誌で
ある．彼らはきびしい環境と生活空間への卓抜した知識と技術を身につけ，
独自のナビゲーション装置（航法）を備えているが，著者はそのような能
力を「日常的実践の創造力」と名付ける．また，従来の人類学の基になっ
てきた「客観性」と「科学性」を本質主義として批判し，イヌイトと生活
をともにする中でその文化の内在的な記述を目指す．

大阪大学総合学術博物館叢書10

野中古墳と「倭の五王」の時代 
高橋照彦，中久保辰夫　編著
A4・並製・96頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-220-7　C1321［2014］

大阪の河内周辺は多くの古墳があり，調査が進められていた．そのうち古
市古墳群に属する野中古墳は出土資料が質・量ともに充実した遺跡である．
出土品のうち11領の鉄製甲冑は，1つの古墳からの出た数としては日本でも
傑出しており，襟付短甲と呼ばれる王権を代表する象徴的な甲冑も含む．
1964年の発掘以来多くの甲冑類が未公開であったが，修復作業が完了し2013
年初展示・公開され，図録が作成された．

経部引用書から見た「說文解字繋傳」注釈考
坂内千里　著
A5・上製・364頁　定価（本体6,900円＋税）　ISBN978-4-87259-458-4　C3087［2014］

南唐徐鍇の著した『說 解字繫傳』は，現存する中国最古の字書『說 解
字』の全体を通して注釈を施した最初の著作であり，『說 解字』研究上重
要なものでありながら，ほとんど研究されてこなかった．本書では『說
解字繋傳』を再評価するため，その評価に深く関わるとされる注釈中に多
用される『書』『易』『論語』『詩』『春秋』などの書物の引用について考察
し，特に注釈の方法・特徴を明らかにする．
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市民のための世界史 
大阪大学歴史教育研究会 編／代表・桃木至朗
A5・並製・312頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-469-0　C1320［2014］

カリキュラムの矛盾や入試問題に災いされて，高校生の歴史認識は後退し
ている．本書はそのような現状を跳ね返し，歴史を学ぶ意義や面白さをわ
からせることをモットーに，全国の高校教員と協力して作られた．西洋史
中心をやめ，人名や年号は極力減らす，「像を結ぶ」「因果関係や背景がわ
かる」説明を目指す，要所に学習者への問いかけを挟むなど様々な工夫を
こらす．歴史に親しむ習慣を養う．歴史好きの市民に向けた入試の副読本
にも使える画期的な世界史．

戦国秦漢簡牘の思想史的研究 
中村未来　著
A5・上製・342頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-515-4　C3022［2015］

2000年以上の時をへて発見された文献は，世界的に注目を集めてその研究
が国際的に進んでいる．日本ではまだその研究者は少ない．本書では上海
博物館や清華大学ほかに保存される竹簡を資料とし，中国戦国期～前漢初
期の思想史の空白を埋め，通説に大きな修正を迫る．新出土文献の研究に
必要な専門用語の解説や古文字の例などを付録として掲載し，中国古代史
に興味を抱く研究者や一般にも理解しやすい基礎資料も盛り込む．

阪大リーブル50

女たちの満洲 多民族空間を生きて
生田美智子　編
四六・並製・316頁　定価（本体2,100円＋税）　ISBN978-4-87259-432-4　C1322［2015］

日本人，漢人，朝鮮人，満州人，蒙古人，ロシア人など，満洲に生きた多
民族の女性たちのさまざまな側面に資料をもとに踏み込む．婚姻，消費生
活，男たちの欲望の対象としての性，女子教育，正教会の信徒，雑誌や新
聞，文学や映画の中の女性像，各民族のオーラルヒストリーなどを通し，
満洲国という日本の植民地下で生きた女性たちの困難な姿が浮かび上がる．
戦争や近代史の空白の領域に初めて光を投げかける．

日本古代国家の形成過程と対外交流
中久保辰夫　著
B5・上製（函入）・310頁　定価（本体6,400円+税）　ISBN978-4-87259-578-9　C3021［2016］

年間8000件近い日本国内の発掘調査と，2000年代以降急増した韓国内にお
ける発掘調査成果は，いま，従来の古代国家形成過程に更新を求めている．
本書は，日本の国家形成期にあたる古墳時代を対象に，この時代の土器の
特質，日韓交流の展開，韓半島から移住した渡来人の動向，そして古墳と
集落にみる変化を基礎に，渡来文化の受容が果たした歴史的役割を解明し
ようとする考古学の専門書である．

日本古代国家の形成過程と対外交流

中久保　辰夫

大阪大学出版会
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Osaka University Humanities and Social Sciences Series 〔オンデマンド〕

（英文）Nonaka Kofun and the Age of the Five Kings of Wa
The Government and Military of 5th-Century Japan

高橋照彦，中久保辰夫，ライアン・ジョセフ，上田直弥　編
A4・ ペーパーバック・116頁　定価（本体8,000円＋税）　ISBN978-4-87259-549-9　C1021［2016］

大阪河内の古市古墳群に属する野中古墳の充実した出土資料を紹介した『野
中古墳と「倭の五王」の時代』（大阪大学総合学術博物館叢書10，大阪大学
出版会，2014年）の英語版．海外在住の考古学研究者，日本の歴史文化に
関心のある読者に向け，待望の翻訳刊行．

礼服（らいふく）天皇即位儀礼や元旦の儀の花の装い

武田佐知子，津田大輔　著
四六・ 上製・472頁　定価（本体3,900円＋税）　ISBN978-4-87259-551-2　C1021［2016］

歴代の天皇は何をまとってきたのか．変わりゆく激動の時代の中で最高礼
装として変わらず伝え守られ，君臨してきた礼服（らいふく）．古代から明
治維新までの天皇即位と朝賀の舞台裏で時々の歴史背景と実力者がドラマ
チックに交錯する．礼服に込められた意義，そして近・現代に一般に広がっ
ていったドレスコードの変相．

阪大リーブル53

奇想天外だから史実 天神伝承を読み解く
髙島幸次　著
四六・並製・212頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-438-6　C1321［2016］

「創世神話」や「英雄伝説」には，荒唐無稽にみえるプロットやファクター
から成り立っているものが少なくないが，その時代状況を分析することに
より，そこに込められた深遠なメッセージが浮かび上がってくる．本書で
は，日本史上初めて人間を〈カミ〉に祀り上げた天神伝承をテキストとし
て，「七本松伝承」や「渡唐天神伝承」などにまつわる文献を丹念に辿り，
読み解くことにより，意外な史実を紡ぎ出し，その面白さを伝える．
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053 大阪大学出版会
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阪大リーブル56

グローバルヒストリーと戦争
秋田　茂，桃木至朗　編著
四六・並製・352頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-437-9　C1320［2016］

第二次世界大戦時にイギリスで作られたこのポスターから，戦争がヨーロッ
パ全土，アメリカ，豪州，ソ連，中国，インド，植民地を動員する総力戦
だったことがわかる．本書は，古代から現代までの戦争を，グローバル，
リージョナル，ナショナル，ローカルの四層から鳥瞰した，『グローバルヒ
ストリーと帝国』に次ぐ意欲作．
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語られなかったアメリカ市民権運動史 アファーマティブ・　アクションという切り札

安井倫子　著
A5・上製・258頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-87259-552-9 C3022［2016］

1960年代以降のアメリカ社会における人種問題と市民権運動の歴史を，ア
ファーマティブ・アクションの歴史的推移を中心に再考する．アメリカ国
民の境界線の再編に深くかかわる「諸刃の剣」として統合と分断の役割を
担わされてきたアファーマティブ・アクションについて，フィラデルフィ
アとリッチモンドを事例として，黒人労働者や労働組合の動向に焦点を当
てて検証し，アメリカ人種問題の解決への糸口を探る．

開港期朝鮮の戦略的外交 1882－1884
酒井裕美　著
A5・上製・340頁　定価（本体6,200円＋税）　ISBN978-4-87259-531-4　C3022［2016］

朝鮮国にとって開港期とは，1876年の日朝修好条規から1894年の日清戦争
までを指すが，本書は1882年～1884年に焦点をあてる．この時期朝鮮国は
独自の外交戦略をもち，清国，日本，アメリカとの交渉を主体的に振る舞っ
たことを，経理交渉通商事務衙門などの歴史資料をもとに明かす．朝鮮外
交研究の空白を埋める貴重な仕事であり，今日の日韓・日朝関係のこじれ
の源流を考える糸口になる．

「正しい」イスラームをめぐるダイナミズム タイ南部ムスリム村落の宗教民族誌　　　

小河久志　著
A5・上製・272頁　定価（本体4,600円＋税）　ISBN978-4-87259-520-8　C3022［2016］

タブリーグというイスラーム復興運動団体の活動をタイ南部での長期調査
により，初めて明らかにした．現在も続くこの地の反政府闘争とイスラー
ムの結びつきや，固定化したムスリム世界観とは異なる側面，村の人びと
の暮らしがわかる．調査中の2004年末に発生したインド洋津波の被害，政
府や外部NGOなどの復興支援が与えた影響も取り上げる．

近代日本の海外地理情報収集と初期外邦図
小林　茂　編
B5・上製・220頁　定価（本体7,400円+税）　ISBN978-4-87259-508-6　C3025［2017］

近代日本の東アジア地理情報収集の初期の展開およびその社会との関係に
ついて分析する．明治初期の輸入地図の複製と編集のほか，1880年代に日
本陸軍将校が中国大陸，台湾，朝鮮半島を旅行し，作製した地図（全509
点）の作成過程について，それらが移管されたアメリカ議会図書館での調
査による膨大な資料から分析する．画像データベースの構築プロセスを紹
介し，詳細目録も掲載．
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帝国日本の移動と動員
今西　一，飯塚一幸　編
A5・上製・364頁　定価（本体5,800円＋税）　ISBN978-4-87259-596-3　C3021［2018］

日本がアジアに侵略した時代．朝鮮沿岸への出漁，明治農政の技師育成と
韓国への移動，台湾高地での土地の囲い込み，樺太における「国内植民地」，
満州の鉱業移民他を検証，国内，硫黄島の住民問題，また朝鮮における妓
生の社会的活動や愛国婦人会活動，在韓日本人女性の帰還ほか全10章に
亘って詳細に論じる．

多元性の都市イスタンブル 近世オスマン帝都の都市空間と詩人，庶民，異邦人　　　　

宮下　遼　著
A5・上製・436頁　定価（本体5,800円＋税）　ISBN978-4-87259-593-2　C3022［2018］

東西の文物が行き交う国際貿易として，そしてオスマン朝という巨大国家
の帝都としての求心力を誇った，近世イスタンブル．本書はこの都市空間
にほぼ同時期に居合わせた観察者たちを，帝国文化を担うオスマン詩人と
いう「文化的選良層」，都市の商工業者によるムスリム，非ムスリムの「庶
民層」，そして旅行者，滞在者という「異邦人」に分類し，彼らが残した記
述からイスタンブルの都市像を多角的に抽出する．

「盧溝橋事件記念日」をめぐる日本と中国 政治的語りに見る日中戦争
像の比較研究　　　　　

鄒　燦　著
四六・上製・294頁　定価（本体4,700円＋税）　ISBN978-4-87259-594-9　C3020［2018］

本書は，盧溝橋事件を発端とする日中全面戦争期の日本と中国において，
「七月七日」が如何に戦時国民動員に結び付けて記念されたかを比較検討
し，その過程で構築された日中戦争像の差異を考察したものである．同時
代の戦争認識の形成過程と，そこに生じた両国の差異がどのように戦後に
継承されたかを確認し，戦時と戦後との連続面に留意した長期的な日中戦
争像を提供する必要があるという問題提起をおこなう．

植民暴力の記憶と日本人 台湾高地先住民と脱植民の運動
中村　平　著
A5・上製・250頁　定価（本体5,000円＋税）　ISBN978-4-87259-609-0　C3022［2018］

日本植民地統治で青年期まで過ごした台湾先住民の「暴力の記憶」想起と
史料の批判的検討から，帝国日本のコロニアリズムが植民された人々のみ
ならず植民側の歴史認識にも影響を与えてきたことを明らかにする．日本
人と台湾高地先住民のコロニアルな出会いの歴史経験を民族誌として詳細
に記述し，社会を構成する力と生きる力をコンタクト・ゾーンの現場から
問い直すことで，脱植民運動に「日本人」が参画していく道を切り開く．
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清代珠江デルタ図甲制の研究
片山　剛　著
A5・上製・450頁　定価（本体6,600円＋税）　ISBN978-4-87259-613-7　C3022［2018］

明初に中国全土に施行された里甲制（土地税等の公租・公課を徴収する制
度）のうち，広東省珠江デルタにおいて清末・民国期まで特殊に存続した
図甲制の制度的構造とともに，その構造を支えた社会的基盤を，江戸時代
の村請制度と対比しつつ解明．図甲制が，土地税等の徴収・納入制度にと
どまらず，華北や華中の歴史と対比した際に浮き彫りになる，珠江デルタ
の歴史がもつ〝個性〟を解明していく関鍵となることを指摘する．

阪大リーブル68

日本を彩る香りの記憶
内野　花　著
四六・並製・224頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-636-6　C1320［2018］

仏教伝来とともに香りはじめる沈香（じんこう）から夏目漱石の『三四郎』
のヘリオトロープの香りまで，日本の物語や史実のなかで生きた人々とと
もに記された香りは，人物や出来事の記憶をあざやかに彩ってきました．
海を渡って来る海外のさまざまな香りも，身近な花の香りも，人びとは生
活の中へ折々に取りいれて楽しみ，色さえ香りを感じて現代まで親しんで
きました．このような香りの数々を楽しく紹介！

阪大リーブル65

古墳時代に魅せられて
都出比呂志　著
四六・並製・210頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-447-8　C1320［2018］

著者が考古学ーとりわけ古墳時代―に興味を抱き，研究してきた跡をたど
りながら，市民は何に関心を求めているのかを追求する．なぜ古いむかし
を研究するのか．クニが生まれる前から人は暮らし，富を得てクニが誕生
すると貧富の差が出来，支配・被支配の人間関係が生まれて戦争へと向かっ
ていく．その歴史を遺物や遺跡を直接見ることによって，現代人は自分た
ちの問題が見えてくるのではないかと著者はいう．

〈あいだ〉に生きる ある沖縄女性をめぐる経験の歴史学
冨永悠介　著
A5・上製・328頁　定価（本体5,500円＋税）　ISBN978-4-87259-635-9　C3022［2019］

第二次世界大戦を挟む激動の20世紀に翻弄されながら，沖縄と台湾を舞台
に生き抜いた女性・宮城菊．彼女が記したノートと聞き取り，周囲の関係
者へのインタビューから菊の半生を辿ることで，台湾・沖縄・朝鮮・日本
の関係史を描きなおし，ひとが「生きる」こと，「生きたこと」の証を捉え
なおす．国，言葉，貧困，戦争，信仰――さまざまな〈境界〉のなかで生
きる人びとから見える，新たな歴史像．
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近世ベトナムの政治と社会
上田新也　著
A5・上製・402頁　定価（本体5,900円＋税）　ISBN978-4-87259-678-6　C3022［2019］

17～18世紀のベトナムは，北部は鄭氏，中部・南部は広南阮氏が政治的実
権を掌握していた武人政権の時代である．本書では従来の官撰史料による
研究では未解明となっていた近世ベトナム国家機構と社会の全体像を，碑
文や村落文書の活用により明らかにし，フロンティア性の強い東南アジア
的社会から閉鎖的・固定的メンバーシップを持つ強固な社会集団が分布す
る東アジア的社会へと変容していく近世ベトナムの姿を描き出す．大阪大学出版会

上
田
新
也
著

近世ベトナムの

政 と社治 会

鎖国時代　海を渡った日本図
小林　茂，永用俊彦，鳴海邦匡，臼井公宏，小野寺淳，立石尚之　編
A4・並製・92頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-686-1　C1025［2019］

鎖国状態にあった日本の姿をヨーロッパの人々はどのようにして知ったのか．
長崎出島のオランダ商館，交易を求めるロシア船などを通して，ヨーロッ
パに多数の日本図が運ばれた様子と，日本図が受容され，活用されていく
経緯を，ヨーロッパで刊行された日本図や海図，鷹見泉石関係資料に伝来
する日本図から読み解く．長久保赤水「改正日本輿地路程全図」のヨーロッ
パにおける受容と変容も初紹介．

鎖国時代
海
を
渡
っ
た
日
本
図

小林茂・永用俊彦・鳴海邦匡・臼井公宏・小野寺淳・立石尚之編
協力 古河歴史博物館

大阪大学出版会

阪大リーブル72

グローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育 日本史と世界史のあいだで
秋田　茂，桃木至朗　編著
四六・並製・358頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-640-3　C1320［2020］

日本史と世界史という既成の区分を超えた新しい歴史学方法論を提示して
グローバルヒストリーと大学歴史教育をつなぐ，新たな教科書．（1）広範
な地域をカバーし，欧米中心史観を相対化できる，（2）古代から現代まで
を通時的にカバーし，前近代を含む，（3）高大連携を意識した内容である
ことを強みとする．『歴史学のフロンティア』『グローバルヒストリーと帝
国』『グローバルヒストリーと戦争』に続く意欲作．072
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定価（本体2,300円＋税）

束＝20.5mm

A Narrow Bridge（一本の細い橋） 美術でひもとくオランダと日本の交流史　　　

ヤン・デ・ホント，メンノ・フィツキ　著／大阪大学適塾記念センター（松野明久・菅原由美）　訳
B5変形・並製・262頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-701-1　C0020［2020］

アムステルダム国立美術館及び他機関所蔵の美術工芸品等を美しい写真で
見せながら，4世紀にわたる日蘭関係史の大きな流れを解説した書．国家間
の関係を物語る豪華な献上品や貴重な歴史資料によって，それぞれの時代
に生きた人びとを生き生きと描き出す．2016年にオランダで出版された
『A Narrow Bridge: Japan and the Netherlands from 1600』の翻訳．
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不確実な世界に生きる難民 北インド・ダラムマサラにおけるチベット難民の仲間関係と生計戦略の民族誌 

片　雪蘭　著
A5・上製・312頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-712-7　C3039［2020］

故郷を離れ新しい地に居場所を求めるチベット難民は，意外にも単なる脆
弱な存在ではない．不確実性の中に生きる彼らは，臨機応変にふるまい，
偶然に身を委ねる「賭け」の生き方にたどり着くほか，家族以外と築く仲
間関係に影響を受けて第三国への再定住を決意する．1年以上にわたる
フィールドワークから，難民たちの生き抜く姿を明らかにし，モノやカネ
とともに環流する彼らの姿から，難民とは何かを考える．

片 雪蘭
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現代イランの俗信
竹原　新　著
A5・上製（函入）・358頁　定価（本体7,200円＋税）　ISBN978-4-87259-710-3　C3039［2020］

「鉛筆を両側から削ると，両親が死ぬ」「手のひらがかゆくなるのはお金持
ちになる印である」「家の中で切った爪を捨てると病気になる」――著者が
フィールドワークを通して収集したイランの俗信を，民俗学的観点から比
較，分析，整理する．口承しやすい単純な構造をもつ俗信は，言語，文化，
民族の違いを超えて，幸福を追求するという普遍的な本質を持っている．
「イスラム教の国」にとどまらないイランの姿とは．

会
版
出
学
大
阪
大

暴力の政治民族誌 現代マヤ先住民の経験と記憶
池田光穂　著
A5・上製・368頁　定価（本体5,900円＋税）　ISBN978-4-87259-697-7　C3031［2020］

中米グアテマラ高地のマヤ系先住民の1960-2000年代の経験による政治民族
誌．1847年グアテマラ共和国成立後，1944年の革命を経て，現代までに，
彼らは政治的・経済的な影響に直面してきた．なかでも内戦期（1961-1996）
の筆舌に尽くし難い暴力経験，葛藤にともなう変化が彼らの語りで再現さ
れる．希少なラテンアメリカ地域研究の「政治民族誌」として政治暴力の
研究手法にも扉を開く．

［新装版］古代中国の犬文化 食用と祭祀を中心に
桂　小蘭　著
A5・上製・414頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-720-2　C3039［2020］

古代中国における犬食の習慣は歴史が長く，奥行きが広く，陰陽五行思想
や忠君，敬老，養生および等級制度といった中国独特の礼文化に根ざした
ものであり，まさに一種の食文化，食の思想といえる．本書は犬を祀り食
用とするこの中国の習慣を，陰陽五行思想や中国伝統医学との関連から詳
細に調査し，古代から現代までを追った初めての書である．前著は2005年
に刊行．このたび新装版として15年ぶりに刊行する．
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近代日本と中国の装いの交流史 身装文化の相互認識から相互摂取まで　

劉　玲芳　著
A5・上製・340頁　定価（本体5,400円＋税）　ISBN978-4-878259-702-8　C3039［2020］

近代の日中において相手国の身装を着用する動機の違い，効果，影響の差
異とは何だったのか．1900-1920年代の日中の交流のなか，それぞれの文化
に驚き，差別を生みながらも身装文化は双方で取り入れられていった．「近
代化＝西洋化」に拘泥するあまり見えにくくなっていた両国の服装の交流
史を明らかにする．東アジア交流史の研究分野に新たな一視座を与えるも
のである．

中世盛期北フランスの諸候権力
上山益己　著
A5・上製・342頁　定価（本体5,700円＋税）　ISBN978-4-87259-718-9　C3022［2021］

11～12世紀のフランスでは，王権の支配が及ばない各地方は世襲の支配者
たる諸侯に割拠されていた．彼らはしばしば強大な政治的・軍事的影響力
を発揮したが，その裏には権力を確たるものにするために「語り」によっ
て記憶の統制を図る戦略があった．時に宗教的権威を得ることをも画策し
た諸侯家系と在地各層との関係性を叙述史料から解明し，北フランスを中
心とした諸侯権力の特質を政治文化的な面から明らかにする．

生成される平和の民族誌 ソロモン諸島における「民族紛争」と日常性

藤井真一　著
A5・上製・324頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-737-0　C3039［2021］

戦争や暴力は非日常世界のものか？―太平洋戦争の激戦地として知られる
ソロモン諸島ガダルカナル島は，21世紀の幕開けと相前後して新たな武力
紛争「エスニック・テンション」に見舞われた．彼らはどのように紛争に
かかわり，和解と解決への道筋をたどったのか．紛争下を「普通」に生き
抜いた人々の生存戦略から，平和と紛争の共時的関係と紛争解決のダイナ
ミズムを浮き彫りにする．

海を渡った人形使節 国際人形交流から見た近代史
ベレジコワ・タチアナ　著
四六・上製・328頁　定価（本体4,100円＋税）　ISBN978-4-87259-735-6　C3021［2021］

近代日本における国際人形交流の歴史を明らかにした書．明治時代以降の
人形をめぐる思想の変化を分析することで，人形の新しい文化的役割を示
した．また，人形をめぐる国際関係の展開を丁寧に追い，これまで注目さ
れてこなかった少年赤十字の国際人形交流への貢献，ヨーロッパ諸国間の
人形贈呈の歴史についても考察する．人形が近代において国際関係を改善
するほどの大きな力を持っていたものと認識されていたことを示唆した．
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対抗文化史 冷戦期日本の表現と運動
宇野田尚哉，坪井秀人　編著　
A5・上製・370頁　定価（本体5,500円＋税）　ISBN978-4-87259-739-4　C3000［2021］

分断と圧力に直面する冷戦期東アジアにおける制限の下で表現の自由が許
された特別な空間，日本．核や米軍基地，アジア諸国との関係，高度経済
成長に伴う様々な矛盾をめぐって，対米従属を前提とするのではない別の
あり方＝対抗文化を目指す表現者たちは，文学・絵画・映画・演劇といっ
た多彩な作品を生み出すなかでいかなる対抗的表現を展開してきたのか．
表現と想像力の豊かな可能性をたどる．
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ジェンダーの比較法史学 近代法秩序の再検討
三成美保　編
A5・上製・304頁　定価（本体4,300円＋税）　ISBN978-4-87259-202-3　C3032［2006］

我が国ではじめてジェンダーの観点から，比較法史を論じる．日本・ドイ
ツ・中国という地域的比較と，近代・現代という時間軸比較を柱に，実定
法との関連も追及．
【主要目次】
「ジェンダー法史学」の構築へむけて／近代法と公私二元的ジェンダー秩序
／セクシュアリティと法規範／「ジェンダー法史学」の可能性

法務通訳翻訳という仕事 
津田　守　編／日本通訳翻訳学会　監修
四六・並製・144頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-264-1　C3032［2008］

これまでの通訳研究は，国際会議などの同時通訳が主な対象であった．と
ころが，グローバル化が進むにつれ，国境を越えて働きにくる人々がふえ，
入国審査をはじめ，言葉が不自由な故に生じる様々なトラブルに対処する
通訳の必要性が増大している．本書は，法務省や刑務所，入国管理局など
法務通訳の第一線の専門家と，当事者に接する通訳翻訳人が，法律の現状
と現場の問題について発言する．元法務大臣，森山眞弓氏推薦．

アメリカにおける公用収用と財産権 
中村孝一郎　著
A5・上製（函入）・234頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-87259-252-8　C3032［2009］

アメリカ合衆国の公用収容条項と財産権について比較憲法的観点から考察
するとともに，日本国憲法の財産権論に関する解釈論の方向性を示す．
【主要目次】　アメリカ建国期における「公用収用」制度の成立とその意義
／19世紀アメリカにおける財産権観の変遷／20世紀以降の土地利用規制に
おける規制的収用法理／規制的収用法理における「正統な州の利益の実質
的促進」テスト／逆収用訴訟および規制的収用と二つのタイミング

阪大リーブル22

地球人として誇れる日本をめざして 日米関係からの洞察と提言
松田　武　著
四六・並製・224頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-306-8　C1331［2010］

アメリカが築いた世界秩序が揺らいでいる．戦後の日本はアメリカと同盟を
結び，政治・経済・軍事の面で「対米依存」を続けてきたが，21世紀の日
本は，この体質を克服して対等で平和な日米関係を構築し，人類の幸福に
貢献することができるだろうか．先に『戦後日本におけるソフト・パワー』
（岩波書店）で依存の起源を明かした著者が，日本の進むべき道を示す．
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大阪大学新世紀レクチャー

アメリカ国際私法・国際取引法判例研究 
松岡　博　著
A5・並製・384頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-87259-294-8　C3032［2010］

日本でも「法例」が全面改正され，国際裁判管轄について新たな立法作業
が始まるなど，重要性が高まる国際私法・国際取引法について，日本と緊
密な交流があり，また，抵触法革命によって世界の国際私法に大きな影響
を与えたアメリカの判例動向を理解する必要性は高い．本書では，国際裁
判管轄・国際商事仲裁，法選択，域外適用の分野から，リーディングケー
スとなる判例を選び，事実，判旨を原文と抄訳を併記して紹介，解説する．

オルタナティブ・ジャスティス 新しい＜法と社会＞への批判的考察 
石田慎一郎　編
A5・並製・340頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-368-6　C3030［2011］

世界の多様化する紛争に対処するための，従来の法体系を越えたもうひと
つの（オルタナティブな）解決策が求められている．著者らは，人類学と
法学の分野を横断し，ＡＤＲ（裁判外紛争処理），修復的司法，インドネシ
アのアダット，真実和解委員会などの新しい紛争処理の仕方に注目し，コ
ンフリクト研究の次元を切り開く．若き俊英による大阪大学グローバルＣ
ＯＥプログラムの成果．

法と紛争解決の実証分析 法と経済学のアプローチ
三好祐輔　著
A5・上製・388頁　定価（本体6,300円+税）　ISBN978-4-87259-421-8　C3033［2013］

情報量や交渉力格差のある市場における紛争に対し，法制度や法政策，あ
るいは，経済学的理論や手法のいずれが平等，公正な解決を図ることがで
きるのか．真に公平な取引環境の整備のために，法と経済学は歩み寄るこ
とができるのかを，消費者，企業，投資家のそれぞれの観点から，具体的
な事例を中心に，計量経済学，ゲーム理論といった経済学や統計学の手法
を用いて実証的に分析する意欲的論考．

近代日本の司法省と裁判官 19世紀日仏比較の視点から
三阪佳弘　著
A5・上製・332頁　定価（本体5,300円＋税）　ISBN978-4-87259-488-1　C3032［2014］

近代日本法制のモデルである仏法を素材に，比較史的観点から日本の裁判
官制度について考察し，従来我が国独自とされた裁判官の前近代性や官僚
制化が，西欧型近代法の普遍的流れの中にあることを明らかにする．また，
司法制度改革のなかで示された歴史的司法制度像を「統一性と等質性」の
もとであたかも不変・固定的に捉えようとする通説を批判し，制度史研究
及び司法制度改革の議論に対し新しい視座を提供する．
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イタリアにおける刑事手続改革と参審制度 
松田岳士　著
A5・上製・360頁　定価（本体6,500円＋税）　ISBN978-4-87259-519-2　C3032［2015］

日伊刑事訴訟法比較研究の第一人者による本書は，戦後日本の刑訴法改正
と基本的方向性を共有しながら，十分に研究されてこなかったイタリアの
刑事手続改革（1989）の内容を紹介・検討し，比較・対照することにより，
現行法の原点である戦後刑訴法改正の意義の再検討に資するとともに，近
年の裁判員制度や犯罪被害者の保護・参加の導入に代表される訴訟法改正
を的確に導き，制度変革に対処するための重要な視点を提示する．

言葉の壁を越える 東アジアの国際理解と法
竹中　浩　編著
A5・上製・258頁　定価（本体5,000円＋税）　ISBN978-4-87259-506-2　C3032［2015］

司法の現場において，在留外国人の権利を保障し，公正性を確保するため
には，司法通訳問題の改善等により，法情報を適切に提供する必要がある．
また，欧米の理論を実情に適合させて発展してきた日本の法制度や法律学
は，東アジアの法発展に寄与する可能性が高い．その際，言語の壁を越え
ることが実務，教育，研究の各場面で重要であり，本書は日本の法をいか
に世界に開き，評価を獲得していくかについて多面的に論考する．

グローバリズムと公共政策の責任 第1巻

平和の共有と公共政策
星野俊也，大槻恒裕，村上正直　編
四六・並製・258頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-543-7　C3331［2016］

国際的な見地から政治学・法学・経済学を横断し，公共政策にかかる研究
教育実績を積む大阪大学大学院国際公共政策研究科の創立20周年を記念し
たシリーズ第1弾 .本シリーズでは，グローバル化が進む中での主要課題を
平和・富・自由という公共価値の共有の問題と捉え直し，公正でオプティ
マルな公共価値の共有が可能な公共政策のあり方を考えると同時に，公共
政策の関係主体の責任にもスポットをあてる．第 I巻は平和を論じる .

海上阻止活動の法的諸相 公海上における特定物資輸送の国際法的規制　

吉田靖之　著
A5・上製・454頁　定価（本体5,700円＋税）　ISBN978-4-87259-575-8　C3032［2016］

国連や国家が海軍力を用いて公海上において物資の輸送阻止を行う「海上
阻止活動（MIO）」は，国際社会に定着したと認識される一方で，既存の
国際法規では十分に説明しきれない部分を内包する．本書では，MIOの系
譜を丹念に辿り，既存法の範囲と限界を明示するとともに，国際社会の平
和と安全の維持という強力な要請による対テロMIOの展開という状況下
での国際法の動向を探究し，その合法性についても指針を提示する．

＋税）

-575-8

f Maritime
tion Operations:
bited Traffic on
ternational Law

2017年度国際安全保障学会最優秀出版奨励賞（佐伯喜一賞）
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事務管理の構造・機能を考える
平田健治　著
A5・上製・386頁　定価（本体6,400円+税）　ISBN978-4-87259-577-2　C3032［2016］

わが国の事務管理制度の源となった大陸法，とりわけドイツ法を丹念に分
析・検討し，その変遷過程を明確化するとともに現代における再構成のた
めの前提を析出する．また本制度を有さない英米法における議論状況にも
比較法的な観点から分析を加え，多角的に検討する．そのうえで，予想さ
れるわが国の民法改正の動向の中で，本制度がどのように改正されるべき
かを念頭に置きつつ課題を明示する．

民事訴訟における法人でない団体の地位
名津井吉裕　著
A5・上製・412頁　定価（本体6,800円＋税）　ISBN978-4-87259-569-7　C3032［2016］

法人でない団体が民事訴訟の当事者となる訴訟の理論的解明は，民事訴訟
法学上の難問の一つである．本書は，日本が当事者能力概念を継受したド
イツとの比較研究を通じて，権利能力等の実体法上の主体性概念のほかに
訴訟上の主体性概念が生成するに至った前提条件を分析し，純訴訟法的な
主体性概念の存在及びその意義，さらには日本の当事者能力概念の構造を
解明することによって，当事者能力論が今後進むべき方向を提示する．

定価（本体6,800円＋税）

ISBN 978-4-87259-569-7
C3032  ￥6800E

背幅27.5ｍｍ

裁判員裁判時代の法廷通訳人
水野かほる，津田　守　編著
A5・上製・324頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-507-9　C3032［2016］

国際化に伴い，刑事・民事・家事・少年事件を扱う裁判所において，法廷
通訳人の存在と役割が不可欠になって久しい．しかし，法廷通訳人は裁判
の一翼を担う人材でありながら，裁判所の「黒子」として見過ごされる傾
向にあり，制度も運用も様々な困難を抱えている．裁判員制度導入を契機
に法廷通訳に対する社会的な関心が高まるなか，法廷通訳および法廷通訳
人の現状と課題を明確化し，より迅速かつ適正な裁判のあり方を追究する．

緑の交通政策と市民参加 新たな交通価値の実現に向けて
大久保規子　編著
A5・上製・274頁　定価（本体5,200円＋税）　ISBN978-4-87259-538-3　C3065［2016］

人間一人ひとりにとっての交通価値を考慮し，環境，福祉の観点を適切に
反映して形成・実施する，持続可能な「緑の交通政策」．その具体的な姿と
実現手法を描き出す．2013年に制定された交通政策基本法により高速化一
辺倒の政策は見直され，利用者・住民である市民やNPOの参加のもとで
総合的な交通計画を作成し，公共交通の維持を図る動きが進む．いま大切
なのは，「気付き」を「根付き」へとつなげていくことである．
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プリント・オン・デマンド（Amazon）

（英文）Lectures on Japanese Law from a Comparative Perspective
Luis Pedriza　著
菊・ペーパーバック・296頁　希望小売価格（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-87259-607-6　C3032［2017］

外国人研究者の視点から，日本法の基本的な特徴を英語で広く世界に発信
する．一般的に日本法は明治維新後に外国法がどのように継受，修正され
たかが問題とされるが，本書では特に，日本法を取り囲む様々な基層を踏
まえつつ，古代国家の成立から現代に至る日本法の歴史的形成・発展や特
徴を，物語として記述する．また，現代日本の法及び制度を包括的に解説
しており，日本法を学び，研究する外国人にとっても最適な一冊である．
邦題：比較的観点からの日本法講義

日本型法治主義を超えて 行政の中の法の担い手としての法曹・公務員　　　　　　　

高橋明男　編
A5・上製・334頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-628-1　C3032［2018］

日本では真の意味で法治主義が実現されているのか？訴訟リスクの洗礼を
受けないまま行政とその担い手である公務員が実質的に作動させている「日
本型法治主義」．法曹や高いレベルの養成課程を経ることにより高度の専門
性を有する者が行政の中で法を担う諸外国と比較するとともに，国や地方
公共団体の実務や法学部・ロースクールの実際等を分析することにより，
行政の決定の専門的合理性を担保するための視座を探求する．

グローバリズムと公共政策の責任 第2巻

富の共有と公共政策
星野俊也，大槻恒裕，村上正直　編
四六・並製・278頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-544-4　C3331［2018］

グローバル化が進むなか，人々が豊かで幸福な生活を実現するため，公共
政策はいかにあるべきか？国が富の創出を目指しつつ，貧困，格差，紛争，
環境などの課題を解決するためには，公正で合理的な制度の構築だけでな
く，国家間，コミュニティ間，個人間の利害の調整や制度の調和を実現す
る必要がある．本書では，公共の価値の「公正でオプティマルな共有」の
実現に向けての公共政策の役割について模索する．

家庭内暴力 加害者も救う法とプログラム
金ジャンディ　著
A5・上製・220頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-87259-634-2　C3032［2018］

増加する家庭内暴力の現状を被害者・加害者双方からのアンケートをもと
に分析して，問題点をさぐる．日本の法律はどのように被害者を守ってい
るか．その法律を知っているかもアンケート調査に加える．また，アメリ
カの法とそれに基づいて実施されている加害者への有効なプロジェクト，
韓国の法と実例などを紹介して，日本の法に欠けている部分を抽出し，方
向性を提言する．
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模索するロシア帝国 大いなる非西欧国家の19世紀末
竹中　浩　著
A5・上製・278頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-87259-687-8　C3031［2019］

ロシアはいかなる条件のもとで大国の地位を築いたのか．日露戦争までの
40年間のヴィッテを中心とした政治思想を読み解く．日本では19世紀末の
ロシアについて日露戦争の前史にあたることから，戦争における日本の勝
利を必然かつ正当とみなすため，およそ正確とは言い難いイメージが広く
行き渡っている．近代化を西欧化と同一視しがちであった従来の見方も反
省し，これまで詳細につづられてこなかった姿を問う．

グローバリズムと公共政策の責任第3巻

自由の共有と公共政策
星野俊也，大槻恒裕，村上正直，大久保邦彦　編
四六・並製・312頁　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-545-1　C3331［2019］

グローバルな社会において，自由とは何か？公共政策はいかにあるべきか？
本書では，「自由」の概念から人権を国際的に保障するための国連やEUの
法制度を議論し，家族形成・人種差別・難民に関する各論的な問題を考え
る．さらに，自由の共有を保障するための取り組みとして，移民政策・女
性解放政策・社会保障政策を紹介する．グローバルな視点と身近なコミュ
ニティの視点から公共政策のあり方を模索するシリーズ最終巻．
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大阪大学出版会
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編

国際水路の非航行的利用に関する基本原則 重大損害防止規則と　
衡平利用規則の関係再考

鳥谷部壌　著
A5・上製・366頁　定価（本体6,100円＋税）　ISBN978-4-87259-677-9　C3032［2019］

水需要が増大し，地球温暖化の影響によって水環境の変化も生じるなかで，
水資源の国際的な保全と管理は，喫緊の課題となっている．本書は，国際
水資源の保全及び管理のあり方を考えるための基礎研究として，国際水路
法分野における二大原則である重大損害防止規則と衡平利用規則の関係に
ついて，従来の理論を再検討し，新たな理論的枠組みを提示する．

大阪大学法史学研究叢書1

「前段の司法」とその担い手をめぐる比較法史研究
三阪佳弘　編
A5・上製・292頁　定価（本体5,400円＋税）　ISBN978-4-87259-681-6　C3032［2019］

近代市民社会において，人々の法的サービスの需要はどのように充足され
たのか，どのように紛争の解決は行われたのか．本書では，紛争解決のた
めの法的サービスの多様性，その担い手としての法専門家と非法専門家の
あり方について，比較法史的検討を行ったものである．近代日本を基軸と
して，共和政期ローマ，近世イタリア，近代フランス，近代ドイツ，近代
オーストリア＝ハンガリー，現代中国での事例をもとに考察した．
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近現代東アジアの地域秩序と日本
瀧口　剛　編
A5・上製・428頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-699-1　C3020［2020］

グローバル化が進む現代において，経済や人的交流の面で相互依存が深ま
る一方で，安全保障・経済問題や価値観をめぐる対立は激しさを増してい
る．本書は日米中の政治史を専門とする研究者が，20世紀の東アジアにお
いて，各国の動向が交錯しつつ形成されてきたアジア秩序構想の歴史的生
成およびその諸相を論じる．政治経済・軍事安全保障・価値観が複合的に
作用する現代の問題にいかに対峙すべきか，歴史的見地から検討する．

47都道府県の地方自治 「市町村への権限移譲」に見る制度運用の比較研究
朴　相俊　著
A5・上製・310頁　定価（本体5,500円＋税）　ISBN978-4-87259-704-2　C3031［2020］

地方分権改革に伴い成立した「条例による事務処理の特例」によって国と
地方が「対等・協力」関係に変化しているにもかかわらず，市町村への権
限移譲は地域や政策によって大きく異なっている．本書はデータ分析を通
じて，知事の得票率や党派性，地方議会における与党勢力と会派構成，都
道府県の財政状況が権限移譲の進展に影響を及ぼしていることを解明する．
理論とデータで明らかになる地方自治体の姿と地方分権改革の行方．大阪大学

出 版 会
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ISBN978-4-87259-704-2

C3031 ¥5500E

定価（本体5,500円＋税）

束＝24.5mm

ヘンリー・A・ウォーレス 孤高の政治家が目指した核なき世界
島本マヤ子　著
A5・上製・300頁　定価（本体5,500円＋税）　ISBN978-4-87259-719-6　C3031［2020］

ルーズベルト政権下で農務長官，副大統領を歴任したウォーレスは，持ち
前の科学知識やアインシュタインら科学者との関係をもとに世界平和を見
据えた原子力技術管理と市民国家としてのアメリカを構想していた．しか
し，そのリベラルで進歩的な世界観は国内で孤立し，ウォーレスは表舞台
から放逐されて，アメリカは原爆投下，冷戦への道をたどることになった．
世界の歴史を変えていたかもしれない，知られざる孤高の政治家の姿．

やりすぎの経済学 中毒・不摂生と社会政策
ハロルド・ウィンター　著／河越正明　訳
四六・並製・358頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-616-8　C0033［2020］

人は時に，これまでの苦労を水の泡にするような不合理な行動を平気で起
こす．吸いすぎ，飲みすぎ，食べすぎを知れば，すべてのやりすぎを止め
られる．タバコ，酒，肥満の3つのやりすぎを，ウィットに富んだ語り口
で，専門用語も数式もなく説明．本書のテーマはただ一つ，「時間的非整
合」のみ．人間の必ずしも合理的でない行動から，政策のあり方，（福祉）
国家のあり方まで無理なく展開．
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帝国日本の統治法 内地と植民地朝鮮・台湾の地方制度を焦点とする
山中永之佑　著
A5・上製・990頁　定価（本体15,000円＋税）　ISBN978-4-87259-676-2　C3032［2021］

従来日本近代法制史の研究は内地を中心に行われた．しかし，帝国日本の
支配をトータルにとらえるためには，植民地朝鮮，台湾についてもその法
制度を研究することが不可欠である．近年，日本及び両国で公表されてき
た研究も含め，市町村に当たる小さな単位に至るまで，その地方制度がど
のようになっていたかを新たに解明し，侵略の歴史的事実を明らかにする
ことが本書の目的である．

大阪大学法史学研究叢書2

プレスの自由と検閲・政治・ジェンダー 近代ドイツ・ザクセンにおける出版法制の展開

的場かおり　著
A5・上製・342頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-722-6　C3032［2021］

本書は，印刷・出版にかかる自由を指す「プレスの自由」が，どのような
歴史的変遷を辿り，「公論」の形成に資する機能を有していったか，また，
公の安寧や秩序を維持するという名目の下で，プレス法がどのように整備
されていったのかを解明することを目的に，近代ドイツ，特にザクセンに
おけるプレス法制の展開を扱った．また，プレスやプレス法の分野におけ
るジェンダーの実相を解き明かすための具体事例を考察した．

分散化時代の政策調整 内閣府構想の展開と転回
小林悠太　著
A5・上製・214頁　定価（本体4,100円＋税）　ISBN978-4-87259-736-3　C3031［2021］

内閣府は複雑化した政策課題に対応するために省庁官僚制の「縦割り行政」
を超えた総合調整を行うカギとなる行政機関である．首相や特命担当大臣
などの閣僚を補佐しつつ行政官僚制を動かすことで，重要政策の司令塔と
して機能してきた．本書はこうした「内閣府の拡充」を再評価するために，
これが行われることになった真の背景を明らかにし，省庁官僚制では応じ
られなかった行政需要を内閣府が引き受けてきた功罪を示す．
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中国の開放経済と日本企業 
橋本介三　編著
A5・並製・236頁　定価（本体2,680円＋税）　ISBN978-4-87259-089-0　C3033［2002］

大規模な日中共同研究により，ミクロ・データを分析し，外資系企業が地
域経済や産業に与えた影響等を評価．WTO加盟後の対外開放政策や外資
政策の課題と展望を具体的，体系的に提言する．
【主要目次】　Ⅰ 中国開放政策の沿革と地域経済に与えた影響　Ⅱ 日本企業
が中国の産業組織に与えたインパクト　Ⅲ 日中間の経済政策の収束と展望

大阪大学新世紀レクチャー

近代大阪経済史 
阿部武司　著
A5・並製・294頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-153-8　C3033［2006］

近代における大阪の経済および企業経営の歴史を記述し，大阪が「東洋の
マンチェスター」，すなわち綿工業都市として発展した経緯を詳述．
【主要目次】　近世の大阪経済／大阪経済の蘇生／住友家の発展／鴻池の発
展と停滞／近代大阪の製造業／工業化／東洋のマンチェスター／企業家た
ち／商業と金融業，農業

大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ1

（英文）Portfolio Optimization and Risk Management via Stochastic Programming 
Jitaka Dupačová　著
A5・並製・82頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-276-4　C3333［2009］

保険・年金数理をファイナンス・金融工学と一体的に捉えた学際的な文理
融合型教育プログラムを開発・実施する組織である大阪大学金融・保険研
究教育センターが発信する最新研究レクチャー・ノートシリーズ．
【Contents】　［1］Classical results

［2］Multistage stochastic programs
［3］Methods of output analysis
［4］Risk management

大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ2

（英文）Credit Risk Modeling 
Tomasz R.Bielecki，Monique Jeanblanc，Marek Rutkowski　著
A5・並製・306頁　定価（本体3,900円＋税）　ISBN978-4-87259-277-1　C3333［2009］

【Contents】
［1］Structural Approach
［2］Hazard Function Approach
［3］Hazard Process Approach
［4］Hedging of Defaultable Claims
［5］Modeling Dependent Defaults A Complements
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日本企業における「和」の機能 
山口美和　著
A5・上製・178頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-373-0　C3034［2010］

日本独自の固有性と，他文化と共通の普遍性を併せもつ「和」の概念が，
20世紀後半の日本企業において果たした役割を分析，考察する．まず，「和」
の多様な語義を整理し，三つの機能を提示した上で，日本的経営のなかで
の「和」の作用を，商家の家訓や現代の経理理念に照らし論ずる．また，
それが外国からはどう見えたのかを，著作や野球を通し比較文化論により
探り，さらに，「和」の機能を現代に生かす方策を提言する．

政策形成のためのライフサイクル・コスティング
矢澤信雄　著
A5・上製・246頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-375-4　C3033［2010］

エネルギー政策，特に電力の技術開発を中心に，技術を開発し，装置や設
備を生産，使用，利用，廃棄するという一連のプロセスが人類社会に与え
る負荷の総計である「ライフサイクル・コスト」という計量的な指標を用
いて評価する方法を提案し，その有効性を日米英独の発電にかかわる政策
の評価によって示す．管理会計の手法を社会原価にまで拡張し，公会計と
政策科学にまたがる複合領域における事例にはじめて適用した意欲作．

織物からアパレルへ 備後織物業と佐々木商店
山崎広明，阿部武司　著
A5・上製・346頁　定価（本体5,800円＋税）　ISBN978-4-87259-413-3　C3034［2012］

江戸時代以降，とりわけ明治末から太平洋戦争までの期間における，広島
県備後地方（現在の福山市，府中市）に展開していた綿布の製造・販売を
中心とする織物業，およびそれから進化した縫製業の実態と変遷を，産業
史・経営史の観点から実証的に考察する．代表的産地問屋である佐々木商
店の資料群の分析は価値が高い．

阪大リーブル36

知財インテリジェンス 知識経済社会を生き抜く基本教養
玉井誠一郎　著
四六・並製・308頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-318-1　C1334［2012］

産業が空洞化し，雇用が減少する一方の日本の産業を守り，若者の雇用を
拡大していくためにには，「知財」への認識を教養として国民皆が身につけ
ることが必要だ．一人一人が「最高の知財ブランドをつくる」意識を持ち，
経済社会を生き抜くために身につけたい必須知識が「知的財産権（知財）」
である．知財を自らの基本財産権として理解し，活用できるようにするた
めの考え方，知識を示す．
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近代大阪の工業教育 
沢井　実　著
A5・上製・432頁　定価（本体5,200円＋税）　ISBN978-4-87259-408-9　C3033［2012］

多様な技術者供給の実態について，対象地域を大阪に限定して細部に分け
入る．地域要請への学校対応，新科目・カリキュラム提供による新規教育
需要の喚起．逆に多様な人材供給による地域の産業発展の影響， 就職後の
熟練・技術形成・移動の実態，教育機関での工業教育担当教員層の時代別
特徴など，教育と工業化に関連する一連の問題を考える．「工業都市大阪」
のための工業教育の詳細な研究．

新しい公共と市民社会の定量分析 
柗永佳甫　著
A5・上製・182頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-87259-396-9　C3033［2012］

急ピッチで進む新たな市民社会の形成に係る様々な事象について，定量的
アプローチによりその特色を明らかにする．なかでも，非営利セクター規
模の地域差，日本人の寄付とボランティアの特色，寄付と政治支出の関係，
訪問介護事業所のサービスの質と経営効率性との関係，社会的企業の経営
効率性，ソーシャル・キャピタルと賃金との関係などの重要課題について
分析，論究する．

2012年度 日本NPO学会 林雄二郎賞

大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ3

（英文）Monetary Utility Functions 
Freddy Delbaen　著
A5・並製・190頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-87259-278-8　C3333［2012］

【Contents】［1］ Introduction ［2］ Mathematical Preliminaries ［3］ 
Value at Risk ［4］ Coherent and Concave Utility Functions ［5］ Law 
Determined Monetary Utility Functions ［6］ Operations on utility 
functions ［7］ Convex games and utility functions ［8］ Relation with 
VaR ［9］ The Capital Allocation Problem ［10］ The extension of 
risk measures to L0 ［11］ Dynamic utility functions in a two period 
model ［12］ Finite and discrete Time 

私営公益事業と都市経営の歴史 報償契約の80年
山田廣則　著
A5・上製・304頁　定価（本体4,600円+税）ISBN978-4-87259-452-2　C3034［2013］

日本近現代史上で盲点であった報償契約の実態と意義を通観した初めての
研究である．報償契約とは，ガス・電気・鉄道などの事業を民間が行う場
合に，市町村との間で締結された契約で，明治30年代に大阪ガスと大阪市
がはじめて結び，昭和61年に役目を終えた．
【目次概要】　1 報償契約の成立　2 大正昭和期の報償契約
　　　　　　3 戦時期以降の報償契約の衰微／報償契約の解除
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日本の流通・サービス産業 歴史と現状
廣田　誠　著
A5・並製・244頁　定価（本体2,200円+税）ISBN978-4-87259-450-8　C3063［2013］

日本の流通・サービス産業はGDPの7割近くを占め（金融保険を除く），国
民経済上圧倒的な重要性が認められる．本書では，近代日本を主導してき
た電鉄企業，百貨店，スーパーマーケット，コンビニ，自動車や家電販売
会社，さらにはプロ野球や吉本興業，アニメ産業の歴史を記述する．「東京
一極集中」以前の関西のあり方を知り，その活性化を念頭に置きながら読
むといっそう興味がわく．この分野に関心をもつ学生必読の書．

阪大リーブル41

東アジア新世紀 リゾーム型システムの生成 
河森正人　著
四六・並製・232頁　定価（本体1,900円+税）ISBN978-4-87259-323-5　C1333［2013］

「グローバリゼーションからグローバリティ（リバース・イノベーション）
へ」や「経済の樹木型からリゾーム（根茎）型へ」のような斬新な概念を
駆使して，今日の東アジアの直面する諸問題（ASEAN，EAFTA，TPP…），
勃興する自動車や電機産業，活況の消費市場，さらには環境問題や経済格
差，人間の安全保障までを論じ，アジアのダイナミズムの中での日本の進
むべき道を考える．

公共経営学入門 
柗永佳甫　編
A5・並製・282頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-505-5　C3033［2015］

民間や官民協働による公共サービスが普及する中，新しい公共経営の在り
方も見直されている．本書は公共経営に関する理論と実践を体系的にまと
めた入門テキストである．理論編では，古典的理論から最新理論までを，
現在の社会情勢や政治・経済の潮流にも関連づけて解説．事例編では，理
論の理解をさらに深められるよう，スポーツ経営や環境問題，震災などを
取り扱い，新しい公共経営に関するケースをわかりやすく紹介する．

保健・医療・介護における財源と給付の経済学 
足立泰美　著
A5・上製・218頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-87259-490-4　C3036［2015］

より多くの需要者が適正な負担のもとで公平に，高い質と適切な量の社会
保障給付を受け続けるために，保健・医療・介護を，財政面とサービス提
供面からのアプローチで詳細に検討したもの．新たな政策が行われること
で利用者が選ぶサービス，給付の提供体制が変わることによって貯蓄や消
費がどのように変化するのか，財源を負担する家計との関係も含めて，効
率性では断じることのできない公平性の部分にも視点を当てる．
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〔オンデマンド版〕

医療と経済
本間正明　監修／松浦成昭，河越正明，日高政浩　編集
A5・ペーパーバック・468頁　定価（本体5,400円＋税）　ISBN978-4-87259-723-3　C3047［2016］

日本の医療は国民皆保険制度により安定して供給されてきたが，高齢化の
進展のなかで複雑化する諸問題に対し，経済・経営の両視点からの分析が
必要になっている．医療経済，医療現場，行政，医薬品業界のプロが，医
療を提供する側，利用する側の行動様式を考慮しながら，包括的に分析し，
海外の事例も参照しながら，解決の方向性を示唆する．平易な表現に配慮
し，関心のある読者に広く示せるよう，編集に配慮されている．

ワーク・ライフ・バランスを実現する職場 見過ごされてきた上司・同僚の視点
細見正樹　著
A5・上製・200頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-87259-576-5　C3033［2017］

職場における仕事と生活の調和（WLB）の促進に当たって，WLB支援制
度利用者の周囲の従業員の不満や不公平感の緩和が課題の一つとなってい
る．本書は，従来ほとんど着目されてこなかった利用者の上司や同僚の心
理に焦点を当て，統計的手法を用いて実証分析を行うことにより，WLBの
促進につながる職場環境要因を探り，上司の寛容度や同僚の納得度を高め
るための実践可能な解決策を提言する．

〔オンデマンド版〕

雇用と結婚・出産・子育て支援の経済学 女性のワーク・ライフ・バランス
足立泰美　著
A5・254頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-87259-672-4　C3036［2017］

女性の未婚・晩婚化が合計特殊出生率に与える影響，配偶者控除，保育料
軽減，妊婦検診，乳幼児医療女性などの税・社会保障制度が女性の就業に
もたらす効果を行政データを用いて検討する．就業による子供の不登校や
虐待，貧困にも着目し，女性の就業のマイナス面も明らかにする．また，
若年女性の就業が結婚および子育てなどの女性のライフイベント，人口増
減に与える効果，婚活支援政策が少子化に与える影響も検証する．

データで読み解く被災地観光の可能性
長谷川明彦　著
A5・上製・188頁　定価（本体3,700円＋税）　ISBN978-4-87259-568-0　C3033［2017］

自然災害大国である日本では，毎年，各地で観光資源が毀損したり，風評
被害が起きたりしている．なかでも東日本大震災は被災地に深刻な影響を
与えた．被災地が観光で復興するにはどうすればよいのか．本書では現地
調査に加え，クチコミや各種統計資料など多様なデータを扱う．それらを
利用した，様々な分析から被害額・観光者意識・観光資源価値などを探り，
得られた結果をもとに，被災地の観光振興の可能性と方策を提示する．
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阪大リーブル64

黄砂の越境マネジメント 黄土・植林・援助を問い直す
深尾葉子　著
四六・並製・362頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-446-1　C1336［2018］

黄砂は砂漠から飛んでくるという思い込み，植林への思い込みの枠組みを
はずす．人の動きと自然現象は予測不可能だが無秩序ではない．人の営み
が作り出す景観と，その空間構造にある生活世界の理解なくしては成し得
ない「境界を越える」黄土高原の緑化マネジメントを提唱する．

大阪大学総合学術博物館叢書17

佐治敬三“百面相”大阪が生んだ稀代の経営者
松永和浩　著
A4・並製・92頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-527-7　C1323［2019］

寿屋（現・サントリー）の二代目，佐治敬三．開高健，山口瞳らと仕掛け
た広告，ノベルティ戦略で話題をさらい，生ビール戦争，ワインブームを
巻き起こしながら，寿屋を大企業へ育てました．出征，身近な家族の死も
度重なり，化学者となる夢ももちながら「やってみなはれ」の精神，チャ
レンジを続けた敬三の，経営者だけでない多彩な顔を「百面相」として，
生き様を振り返ります．大阪大学総合学術博物館第13回特別展図録．
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大阪大学総合学術博物館叢書5

巨大絶滅動物　マチカネワニ化石 恐竜時代を生き延びた日本のワニたち　　　

小林快次，江口太郎　著
A4・並製・96頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-215-3　C1345［2010］

ほぼ完全な形で出土した巨大なワニ化石は，日本で初めて1964年に大阪大
学豊中キャンパスで発見されたワニであり，土地の名前からマチカネワニ
と名付けられた．世界的にも重要なこの化石骨を，恐竜学の専門家が最新
の技術で分析し，新たな知見を分かりやすく解説．化石からいろいろなこ
とがわかる．その後に出土した日本各地のワニ化石，迫力の現代のワニた
ちもカラーで紹介．

キャンパスに咲く花　阪大吹田編 
福井希一，栗原佐智子　編著
四六変型・フルカラー・並製・300頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-229-0　C1045［2008］

北摂千里にもともと生えていた野の花や，大学として造成されてから新た
に持ち込まれた植物，全部で250種の撮り下ろしカラー図版掲載．身近な
花々を見ながら参照できるハンディな花の図鑑である．日本で初めてニュー
タウンとして開発された千里丘陵周辺の環境が変化していく様相も見て取
れる植物の地域史といえる．
【目次概要】　春90種　夏65種　秋70種　冬25種，付近の見所，地球環境と

植物，身近な薬用植物ほか

 　

キャンパスに咲く花　阪大豊中編 
福井希一，栗原佐智子　編著
四六変型・フルカラー・並製・300頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-267-2　C1045［2009］

豊中キャンパスの代表的な200数種を選んで，学内にある自然の多い風景を
紹介．春夏秋冬の植物紹介に加えて，キャンパスのキノコ，植物を必要と
する生き物（共生や利用），待兼山の自然，大高の森，浪高庭園，資源とし
ての植物など，コラムも充実．
【目次概要】　春109種　夏65種　秋42種　冬29種，日本の県花，豊中キャン

パスの庭園，植物科の特徴／いろいろな花の形，花言葉

阪大リーブル51

隕石でわかる宇宙惑星科学 
松田准一　著
四六・並製・238頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-433-1　C1344［2015］

隕石の中にもダイヤモンドがある!　隕石からわかる太陽系ができる前の歴
史とは?　隕石落下による生物の大量絶滅!?　火星や月から来る隕石とは?
鉄隕石からわかる小惑星の冷え方，など．隕石はどこからやってきて，一
体どんなものなのか，隕石が運ぶ宇宙のひみつ満載!　現役の東京藝大生に
なった大阪大学（大学院理学研究科）名誉教授の著者が，著者自身の描く
ゆるかわいいイラストとともに解説．
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通じる！科学英語論文・ライティングのコツ
尾鍋智子　著
A5・並製・158頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-498-0　C3082［2015］

科学を専攻する学生に英語論文執筆に必要なライティングの要点を教える
テキスト．「日本語から翻訳する思考法」と「逐文訳」から脱却し，大きな
枠組みで英語のロジックの観点から新たにとらえ直すことにより，「通じ
る」英語論文がスムーズに執筆できるようになることを目的とする．物質
科学を中心に，論文のセクションを追って指導を進め，よりリアルに通じ
る英語のためのポイントをコラムで紹介．

理系の言葉 微小量の魅力 
土岐　博，兼松泰男　著
A5・並製・136頁　定価（本体1,400円＋税）　ISBN978-4-87259-492-8　C1040［2015］

そもそも，「理系」と「文系」という言葉があることがおかしいのではない
だろうか．文系出身の人間は，本当はわかりたいと思っているのに，「理系
の言葉」である「数式」を見たとたんに関係ないと排除してしまう．ある
いはまた，出会ったときに「わからない」と質問できないのはなぜだろう．
一般社会で「関係ない」といって避けずに，「わかる」ことができたら……．
文理の壁を「越えることでしか生まれない」．

阪大リーブル59

地震・火山や生物でわかる地球の科学
松田准一　著
四六・並製・254頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-441-6　C1344［2017］

地球のことはどのように調べられ，どこまでわかっているの？　地球科学
で大きな活躍をする「同位体科学」では世界各地の火山や温泉，海洋など
から実験材料を集めて研究しています．そうして分かってきた地球の成り
立ちを中心に，地球の内部構造，地震，火山や温泉の種類，生命の誕生，
環境の変化など，いまやヘタウマとも評価されファンを集めるイラストを
著者自身が描きながら研究者の冒険談を交えてたのしく教えます！　

はかせのわくわく科学絵本

ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの？
寺田健太郎　作，乾摩耶子　絵
A4変形・上製・32頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-671-7　C8744［2018］

はかせは「月に一番近い男」．大学で月の研究をしている科学者です．科学
の研究は難しい式や英語で書かれた論文で発表するので，科学者がどんな
ことをしているのかも，わくわく感も，なかなかみんなに伝わりません．
そこで，はかせは学術誌「ネイチャー」に発表した論文を題材にして，絵
本をつくりました．科学者は，月のうさぎの年れいをどうやって調べるの
でしょう．小学4年のゆりちゃんに，月のひみつを教えます．

作
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大阪大学総合学術博物館叢書16

鉱物 石への探求がもたらす文明と文化の発展
石橋　隆，澤田　操，伊藤　謙　編
A4・並製・98頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-526-0　C1344［2019］

眺めていたい美しい宝石類，金銀銅，鉄はもちろん，薬になる石など，人々
がどんな石に，どうやって興味を寄せたことで文明と文化が変わってきた
のか．豊富な石の写真と図版を集めた98頁（カラー82頁）で紹介する図録．
宇宙の鉱物，隕石の紹介，小惑星「イトカワ」の研究も紹介します．好評
を得た大阪大学総合学術博物館第12回特別展「The Mineral World―人
と鉱物のつむぐ物語」の関連書籍．

写真でつづるニホンザルの暮らしと心 岡山・神庭の滝の
群れの60年　　

中道正之　著
A5・並製・148頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-680-9　C1045［2019］

ニホンザルの様々なエピソードを，豊富な写真と簡明な文章によって活写
する．サルの暮らしを満喫できるとともに，サルと人の近さも感じられる
一冊であり，子どもから大人まで楽しめる．岡山・神庭の滝では半世紀以
上，個体識別に基づいた研究が継続されており，この世界的にも貴重な神
庭の滝の群れに生きたサルたちの歴史を伝える．巻末には霊長類の特徴に
ついての解説も付し，霊長類学，行動研究の入門書としても最適である．

はかせのわくわく科学絵本

ねえねえはかせ、かぐや姫はどうやって月に帰ったの？ 満月に吹く地球の風のおはなし　

寺田健太郎　作／いぬいまやこ　絵
A4変形・上製・32頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-721-9　C8744［2020］

月はどのくらい遠くにあって，地球にとってどんな存在なのでしょう．満
月の夜，「かぐや姫」の絵本を読んでいた小学4年生のゆりちゃんに，大学
の先生のけんたろうはかせは，満月のときだけ，地球の風が月に酸素を運
んでいたことを教えます．すい星みたいに，じつは地球にも月までとどく
「しっぽ」があるのです．かぐや姫は地球の風にのって月に帰れたのでしょ
うか？　かぐや姫が暮らせるほど，月に酸素はあるのでしょうか．



91

理
学

大阪大学新世紀レクチャー

物理学への誘い 
大貫惇睦　編
B5・並製・284頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-144-6　C3042［2003］

物理を受験科目にしなかった理系学生などを主たる対象とし，基本原則を
歴史的経緯にも触れながら丁寧に解説．物理学の魅力へ誘う一冊．
【主要目次】　物理学とは／力学／波動／熱とエネルギー／電磁気学／原子
から原子核・素粒子へ／生活に生き夢を追う物理学

（英文）Affine Algebraic Geometry 
日比孝之　編
A5・上製・504頁　定価（本体10,000円＋税）　ISBN978-4-87259-226-9　C3041［2007］

アフィン代数幾何は代数幾何学の一つの研究分野であり，アメリカ合衆国
数学会のMathematical Reviewsでは，アフィン幾何学として分類され
ている．本書には，寄稿された研究論文19編に加え，宮西正宜博士による
60ページを越える超大作の論文が収録されており，近年におけるアフィン
代数幾何の進展の状況と現在の潮流を眺望することができる．

阪大リーブル30

実
ラ イ ブ

況・料理生物学 
小倉明彦　著
四六・並製・230頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-313-6　C1377［2011］

大阪大学の大人気講義！おいしい料理は，科学と歴史がコツになる．みん
な授業に寄っといで！コーヒーを淹れるのはカフェインの熱水抽出であり，
肉を焼くのは 筋タンパクミオシンの熱変性にほかならない．ごく身近な
「料理」という作業を題材に，生物学を体感として理解する．その調理法か
ら食材の歴史まで学べる，頭もお腹も大満足の一冊！

〔オンデマンド版〕

相対論的多体系としての原子核 相対論的平均場理論とカイラル対称性
土岐　博，保坂　淳　著
A5・ペーパーバック・152頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-390-7　C3042［2012］

素粒子・原子核物理学において「対称性」は，自然法則の理解を先に進め
るために重要な役割をもっている．基礎から解説し湯川理論，カイラル対
称性，南部理論へと，新しい真の原子核の描像を描き出す面白い段階にあ
る原子核物理を学び，「大学4年生，大学院修士1年生向けの教科書」として
読み手と興味を共有しながら，徐々に説くよう試みている．このような日
本語の本は他に類をみない．
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〔オンデマンド版〕

光ってなに？ 光の場と光量子との物理
北川米喜　著
A5・ペーパーバック・264頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-463-8　C3042［2013］

光とは何かという素朴な質問から始めて，その理解のためにすべての物理
学が順番に登場するスタイル．たとえば量子力学の登場では，水素原子を
クーロンポテンシャルの中の電子の運動といった古典論で議論をするとど
うしても安定な系にはならず原子は潰れてしまうが量子力学の不確定性を
持ち込むことで初めてこの問題が解決するといった具合．

コミック

証明の探究　高校編！ 
日比孝之　原作，門田英子　漫画
A5・並製・240頁　定価（本体1,300円＋税）　ISBN978-4-87259-471-3　C0041［2014］

さわやかな高校恋愛漫画の中で描かれる背理法と数学的帰納法．桜灘高校
の体育祭の相撲大会で注目を浴びた，心臓外科医を志す慶太．同級生の数
学大好き少女の葉子は，次第に慶太に恋心を抱く．慶太との恋の行方をあ
みだくじでたどる葉子が見つけたあみだくじの謎とは．相撲対戦表に隠さ
れた背理法の極意．あみだくじでわかる数学的帰納法の魅力．慶太に恋す
る美少女，沙織の陰謀の結末はどうなる !?

物性物理100問集
大阪大学インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物性物理100問集出版プロジェクト　編
木村　剛・小林研介・田島節子　監修
A4・並製・156頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-571-0　C3042［2016］

本書は，阪大生が中心になって編集された，物性物理学の基礎事項を問う
厳選した100問を収録する問題集．基礎物理から応用にわたって，様々な専
門書を読み漁らなければ遭遇できないような質の高い問題がバランスよく
選ばれ，学生自身の手による問題が追録されているだけでなく解答例も丁
寧で充実．問題文にも理解を助けるための工夫が加えられており，物性物
理学を専門とする学生・大学院生の基礎学力の向上に大いに役立つ．

大阪大学出版会

木村 　剛
小林 研介
田島 節子

監 修

大学出版会

物性物理100問集
大阪大学 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

物性物理100問集出版プロジェクト 編

マンガ超ひも理論をパパに習ってみた 天才物理学者・浪速阪教授の70分講義　　

橋本幸士　原作／門田英子　漫画
A5・並製・176頁　定価（本体1,200円+税）　ISBN978-4-87259-562-8　C0942［2016］

「異次元はなんで見えへんのやと思う？」超ひも理論が専門の浪速阪教授の
娘，美咲はある日パパが異次元とひもの研究者だと知ってうろたえる．「異
次元なんて，ない」と言い切るなんちゃって理系の高校生美咲にパパは1日
10分，7日間で「ホンマもんの異次元を教えたろう」という．異次元をパパ
に習って素粒子が「ひも」やと思うとめっちゃすごいことが見えてくる？！
講義はパパの研究室で．原作（講談社）のコミック化．
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共通教育シリーズ

証明の探究〔増補版〕

日比孝之　著
A5・並製・204頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-559-8　C3041［2016］

「背理法」と「数学的帰納法」は誰にでもその原理を理解することができ，
数学の理論を築くための骨格となるもの，万人に享受されるものとして執
筆された「証明の探究」に新たな問題を補足．一般の数学専門書と全く趣
の異なる「すらすらと読める数学書」はそのまま，数学の楽しさにも触れ
る．文系大学生の数学テキストとして企画され続・雑談も増補．数学嫌い
からハイレベルな数学を目指す中高校生も読者に想定．

数学の醍醐味は証明！！
◯◯◯が存在することを証明せよ。
◯◯◯は存在しないことを証明せよ。

大阪大学出版会

増補版

共通教育シリーズ

日比 孝之 著

［縮刷版］有機化学変換のIUPAC命名法 その名称および記号・線形表示

日本化学会　編／大木道則，内田　章　訳
A5・並製・174頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-87259-183-5　C3043［2004］

化学分野で最も権威ある機関（IUPAC＝国際純正応用化学連合）が作成し
た命名法であり，わが国のおける化学の学術基盤の整備と国際化のために
は必要不可欠の書．国際的に定義された術語と記号・表示法に従って論文
や教科書を書くうえで，IUPAC化合物命名法の姉妹書として，有機化学の
みならず薬学・医学・高分子化学・錯体化学など広い分野の研究者・技術
者・学生の座右必備の一冊となる .

物質化学100問集
大阪大学インタラクティブ物質科学・カデットプログラム物質化学100問集出版プロジェクト 編
今田勝巳・奥村光隆・久保孝史・塚原聡・中澤康浩 監修
A4・並製・276頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-610-6　C3043［2018］

本書は「物質化学」という切り口で，基礎物理から測定手法までを1つの流
れとして捉えた今までにない問題集．研究の最前線に身を置いて間もない
阪大大学院生たちが「これだけは知っておきたい」と肌で感じたトピック
ス100題を厳選，これから研究を始める人の目線に立った構成になってい
る．各設問には自力で答えに辿り着ける丁寧な解答，解説を用意し，最先
端の研究現場にも対応した分野横断的な理解を深めることができる．

物質化学100問集
大阪大学 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

物質化学100問集出版プロジェクト 編

監 修

今田 勝巳
奥村 光隆
久保 孝史
塚原 聡
中澤 康浩

大阪大学出版会

定価（本体3,200円＋税）

ISBN978-4-87259-610-6
C3043 ¥3200E

物質化学100問集
大阪大学 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

物質化学100問集出版プロジェクト 編

監 修監 修監 修監 修

今田 勝巳
奥村 光隆奥村 光隆奥村 光隆奥村 光隆奥村 光隆
久保 孝史久保 孝史久保 孝史久保 孝史久保 孝史久保 孝史久保 孝史久保 孝史
塚原 聡塚原 聡塚原 聡塚原 聡塚原 聡塚原 聡塚原 聡塚原 聡
中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩中澤 康浩

大阪大学出版会大阪大学出版会

物質化学100問集
大阪大学 インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

物質化学100問集出版プロジェクト 編

監 修

今田 勝巳
奥村 光隆
久保 孝史
塚原 聡
中澤 康浩

大阪大学出版会

定価（本体3,200円＋税）

ISBN978-4-87259-610-6
C3043 ¥3200E
定価（本体3,200円＋税）

ISBN978-4-87259-610-6
C3043 ¥3200E
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理工系の量子力学
掛下知行，糟谷　正，中谷亮一　著
A5・並製・366頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-608-3　C3042［2018］

理工系の学生にとって基礎となる量子力学の学問背景にあるコンセプトを，
短い期間に十分にくみ取ることができるような構成を心がけ，習得しなけ
ればならない例題を選別し，丁寧で詳細な計算を記述した．必要な数学の
基礎も本書を読むだけで事足りるように配慮した．量子力学の基礎学力を
身に付ける．
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放射線の生体影響と物理 原発事故後の周辺住環境問題を考える

西嶋茂宏　著
B5・並製・296頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-87259-683-0　C3080［2019］

3.11後に起きた福島第一原発の事故により周辺住環境に風評被害や偏見を
も生む放射線の問題をどのように説明するのか．従来の放射線生物学の枠
組みでは答えるのは難しいため，報道で取り上げられた時事で問題提起し
て「放射線を理解すること」を目的として背景から学び，そのつど回答す
る．大学の講義を想定しているが，問題提起は誰もが疑問に思う事象であ
り，章末の「問題提起に対する考え方」だけでも参考にできる．

［第五版］物理学実験 大阪大学理学部物理学科・物理学実験テキスト

杉山清寛，福田光順，山中千博，下田　正　著
A4・並製・206頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-732-5　C3042［2021］

物理学的な考え方，実験に対する姿勢を学ぶことに主眼を置き，実験に必
要な基礎知識から具体例まで詳述した必携テキスト．第1章 放射線測定／
第2章 同時測定／第3章 ラザフォード散乱／第4章 Ｘ線と結晶構造／第5
章 光学─回折と干渉／第6章 光学─分光─／第7章 物質の電気伝導と物
性／第8章 高温・熱技術／第9章 エレクトロニクス／第10章 生体物質の光
計／付録A ・B

湯川秀樹 量子力学序説
湯川秀樹　著／大阪大学総合学術博物館湯川記念室 湯川秀樹『量子力学序説』復刊編集委員会　監修
A5・上製・422頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-87259-733-2　C3042［2021］

本書は湯川秀樹『量子力学序説』改訂増補版，新装版を底本として現代表
記に改め，出来る限り原著を忠実に再現しながらも湯川の加筆訂正も参考
に適宜修正を加え，新たに組み直した新版である．底本は絶版となって久
しく，現在の現役の量子物理の研究者ですら見たことのない教科書である
が，その内容は現在の読者にとって相応しいものとなっている．量子力学
の概念を把握しておきたい人におすすめする．
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集積回路工学概論 
濱口智尋，谷口研二　監修／島　亨，有門経敏　著
A5・並製・200頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-074-6　C3055［2002］

半導体産業および製造の全分野を平易に説明，また原理原則のみならず応
用技術や最先端技術の解説にも触れていて初心者から中級者にも最適．
【主要目次】　半導体産業について／集積回路の製造プロセス／設計技術／
MOS技術／プロセス技術／プロセスモジュール技術／パッケージング技
術／テスト技術／信頼性技術

大阪大学新世紀レクチャー

輸送現象論 
大中逸雄，大川富雄，岡本達幸，高城敏美，平田好則，山内　勇　著
A5・並製・274頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-141-5　C3042［2003］

機械，生産，材料，化学工学，電気，土木建築系の学生や技術者に必要な
熱エネルギーおよび物質の輸送現象に関する基礎的事項についてわかりや
すく解説．
【主要目次】　熱伝導と熱伝導方程式／定常および非定常熱伝導／対流伝熱
の基礎／強制対流伝熱／自然対流熱伝達／相変化を伴う熱伝達（沸騰と凝
縮）／放射伝熱／熱交換器／物質移動

海と陸との環境共生学 海陸一体都市をめざして
上嶋英機，中原紘之，野邑奉弘，村田武一郎，山口克人　編著
A5・上製・260頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-184-2　C3040［2004］

海陸相互の受益関係の均衡が崩壊している沿岸域環境改善のため，市民，
行政，研究者は今何をなすべきか？具体的な成果を基に，アメニティが高
く，生物・生態系の持続性が確保された海陸一体都市づくりを提言．
【主要目次】　海陸一体都市づくりの方向／ケーススタディ地域の選定と地
域環境の現状／人と海との関わり回復の必要性と可能性／その他

日本生命財団助成図書

21世紀を担うクリーンコールテクノロジー 
野村正勝，三浦孝一，鈴木俊光，薄井洋基　他編
A5・並製・342頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-87259-181-1　C3057［2004］

社会の持続的発展のためにいかにエネルギー資源を確保し活用するか？　
埋蔵量・供給安定性・環境面・効率性などから21世紀のエネルギー資源と
して期待される石炭の最先端技術を解説．
【主要目次】　21世紀を担うエネルギーと石炭／石炭の性状／クリーンコー
ルテクノロジーの現状と将来／クリーンコールテクノロジーの導入事例
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大阪大学新世紀レクチャー

計算機マテリアルデザイン入門 
笠井秀明，赤井久純，吉田　博　編
A5・並製・400頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-152-1　C3050［2005］

量子学に基づいた信頼性の高いシミュレーションによる「第一原理計算と
それに基づく物質・デバイス・デザイン」の基礎と応用を完全解説．
【主要目次】　第一原理計算／計算機ナノマテリアルデザイン／第一原理計
算分子動力学法／結晶の対称性と電子状態／新しい密度汎関数法の基礎／
相関電子系設計への指針

大阪大学新世紀レクチャー

船　この巨大で力強い輸送システム 
野澤和男　著
B5・並製・268頁　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-155-2　C3056［2006］

船と人類の関わりを歴史的にとらえた上で，学際的国際的観点から，船舶
に関わるメカニズム，建造法，輸送手段としての役割などについて，写真・
イラストを多用してわかりやすく解説する．
【主要目次】　船とはどのようなものか／船の世界史と黒船以降の日本の造
船史／船の分類としくみ／船の性能と理論

平成19年度 日本船舶海洋工学会賞

みず学への誘い 
大垣一成，江頭靖幸，渡會　仁，松村道雄，中辻啓二　編著
A5・並製・304頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-231-3　C3043［2008］

理工系学部横断型プロジェクトチーム「アクア」が，水素結合のもつ柔ら
かい性質，分子から流体に至る関連諸現象といった水の基礎物性の研究，
多面的機能を活用する科学技術の開発，治水・利水をはじめとした豊かな
社会基盤づくりまで，水に関する基礎科学の深化と活用技術の開発に取り
組む．水と環境エネルギーの関係を解明し，水と共生する総合的な科学技
術を提案する，現代に課された最大の課題に立ち向かう最先端研究．

大阪大学新世紀レクチャー計算機マテリアルデザイン先端研究事例Ⅰ

固体高分子形燃料電池要素材料・水素貯蔵材料の知的設計
笠井秀明，津田宗幸　著
A5・並製・144頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-254-2　C3050［2008］

計算機マテリアルデザイン（CMD）の実践編として，今日のホットトピッ
クの一つである固体高分子形燃料電池要素材料・水素貯蔵材料の材料探査
において，CMDを生かし，先行特許出願等の知的財産形成に至った理論
を解説する．学生，研究者のみならず，産学官全体の研究開発において
CMDの戦略的重要性の認識に資する一冊．
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大阪大学新世紀レクチャー

［新版］熱力学 
高城敏美　編
A5・並製・234頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-259-7　C3042［2008］

主に機械工学を専攻する学生が熱力学を学ぶための教科書として，簡潔に
わかりやすく解説．主として熱と機械的仕事の関係を基礎と応用に分けて
取り扱う．各章に付された例題，演習問題，解答を通して着実に理解を深
めて行く．
【主要目次】　熱力学の基礎事項／熱力学の第1，2法則／理想気体／エクセ
ルギー／蒸気／燃焼／燃料電池／ガス動力サイクル／蒸気動力サイクル／
気体の流動など

阪大リーブル6

失われた風景を求めて 災害と復興、そして景観
鳴海邦碩，小浦久子　著
四六・並製・266頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-239-9　C1352［2008］

二人の著者はこれまで，世界各地の遺跡や被災地を訪ね，発掘や保存，復
旧に立会ってきた．最近では2006年のジャワ島中部地震の現場に足を運び，
被害調査と復興の青写真に貢献した．1995年の阪神・淡路大震災のときは，
10年にわたり被災被害地を直視し，復興過程の渦中に身を置いた．そのな
かで著者たちは，風景や景観の変化を，その地の環境・歴史・文化と重ね
て捉えてきた．本書は記憶に残る過去の風景へのオマージュである．

阪大リーブル18

太陽光が育くむ地球のエネルギー 光合成から光発電へ
濱川圭弘，太和田善久　編著
四六・並製・140頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-303-7　C1354［2009］

太陽光発電を中心とした未来へ向けてのエネルギー問題の解決策について，
専門家が市民に向けてわかりやすく解説する．
【主要目次】　地球環境を維持しつつ豊かな暮らしを／快適な暮らしを支え
る太陽エネルギー／太陽光発電の起源／半導体太陽電池が地球を救う／自
然に学ぶ次世代の太陽電池／太陽の恵みで自宅の電気をまかなう

サステイナビリティ・サイエンスを拓く 環境イノベーションへ向けて
原　圭史郎，梅田　靖　編著／大阪大学環境イノベーションセンター　監修
A5・並製・260頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-87259-384-6　C3050［2011］

サステイナビリティを知りたい人，実践したい人に向けて，大阪大学サス
テイナビリティ・サイエンス機構で推進してきた研究のとりまとめを基に，
研究システム，技術・制度・地域ケーススタディなどについて幅広く取り
上げ，環境イノベーション・サステイナビリティ研究に対して視座を提供
する．また，大阪大学における現在の関連研究シーズマップを掲載し，今
後の展望を示す．
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プリント・オン・デマンド（Amazon）

エクセルギーデザイン学の理解と応用 続熱管理士教本
久角喜徳，中西重康，毛笠明志　監修／「エネルギーの尺度を見直そう」製作委員会　編集
A5・並製・256頁　希望小売価格（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-87259-633-5　C3053［2012］

電力不足が危ぶまれる昨今では省エネルギーの促進が第一であり，エネル
ギー変換システムにおける各種構成機器での損失低減の余地を見出せるエ
クセルギー解析が有効である．本書では，入門から応用，事例の各編でこ
の分野を実践的に理解したい人に向けて極力平易な言葉で数式を多用せず，
エクセルギーの本質がわかるように記述した．技術者，研究者，学生のみ
ならず，エネルギー政策を担う方々にも是非読んでもらいたい．

大阪大学新世紀レクチャー計算機マテリアルデザイン先端研究事例Ⅱ

抵抗変化メモリの知的材料設計
笠井秀明，岸　浩史　著
A5・並製・74頁　定価（本体1,100円＋税）　ISBN978-4-87259-255-9　C3050［2012］

計算機マテリアルデザイン（CMD）による先端研究事例Ⅱとして，抵抗
変化メモリ（ReRAM）の知的材料設計をとりあげ，絶縁体のバンドギャッ
プの変化や異なる物質の境界（電極／遷移金属酸化物界面）における電子・
原子の状態変化が，どのようにデバイスの動作に結び付くのかについて，
抵抗変化メモリの実用化に先駆けて紹介．

〔オンデマンド版〕

レーザーとプラズマと粒子ビーム 
小方　厚，菅　晃一，楊　金峰　著
A5・ペーパーバック・308頁　定価（本体3,300円＋税）　ISBN978-4-87259-406-5　C3042［2012］

粒子ビーム・プラズマ・レーザーの三者の相互作用が本書のテーマ．レー
ザーとプラズマによる粒子加速とその周辺の内容を，この分野に入門する
大学院生，研究生向けに解説しており，専門研究者にとっては知識の整理
となる内容である．電子版にはハイパーリンクをつけて，引用文献に当た
りやすくしている．
★電子版は「シナノブック・ドットコム」（http://www.shinanobook.com/）で発売中

鉛フリーはんだ付け入門 
菅沼克昭　著
A5・並製・208頁　定価（本体2,500円+税）ISBN978-4-87259-451-5　C3045［2013］

実装の高付加価値化に大きな拍車をかけた鉛フリーはんだ付けは，ものづ
くりの基盤技術であると同時に，材料とプロセス技術を確立することで，
より信頼性が高い高付加価値製品を創造できる技術でもある．使いこなし
のノウハウ，新たな材料開発，プロセス開発に必要な，最新の鉛フリーは
んだ付けに用いられる材料と実装の信頼性を中心に，最先端の実装材料・
技術を出来るだけ系統的に理解できるように執筆されている．
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超精密加工と表面科学 原子レベルの生産技術
大阪大学グローバル COE プログラム高機能化原子制御製造プロセス教育拠点／精密工学会超精密加工専門委員会　編
A5・並製・380頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-87259-465-2　C3053［2014］

「原子制御製造プロセス」に関する最新の成果を，表面科学や計算物理学と
いった基礎科学分野と，材料・加工・計測を3本柱とするものづくり分野が
一体となった「ナノ表面科学」として体系化している．従来の“工作機械
精度依存型”の超精密加工ではなく，広領域での原子制御製造を可能にす
る脱超高真空の実環境プロセスを中心に，生産技術志向の観点から「表面
科学」が体系化されていることが特徴である．

Fortran90/95による実践プログラミング 
安田清和，水野正隆，小野英樹　編著
B5・並製・204頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-473-7　C3004［2014］

Fortranは，初学者の自習用から最先端の研究用プログラムまで，多くの
プログラム資産が存在する科学技術計算の処理のためのプログラミング言
語．本書は，初学生，初歩的なC（あるいはFortran）プログラミングを
習得し終えた大学学部学生を対象とし，理工学分野の科学技術計算のため
の実践的なプログラミングを目指す，Fortran言語によるプログラミング
および数値解析の基礎・応用についての演習テキスト．

高温材料プロセスにおける物質移動の基礎とケーススタディーMetallurgical Mass Transfer
from a lecture note of Professors Brimacombe and Samarasekera

竹内栄一，田中敏宏　著
B5・並製・132頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-503-1　C3057［2015］

金属工学は，環境問題や社会と市場の求めに応じて，素材を製造するプロ
セスに大きな期待がかけられている．これらの期待に応えるためグローバ
ルな規模で再び重要性が認識されている「プロセスメタラジー」．輸送現象
論とメタラジーとを融合させた学問であるが，1970年代に欧米で完成され
て以来，日本では学びの場がなかった．初学者に配慮し，英文講義ノート
に和文を併記したスタイルで，専門的な英語表現を学べる．

工学系の数学解析 
八木厚志，森田　浩　著
B5・並製・250頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-87259-493-5　C3041［2015］

工学部の学生にとって必要となる数学の基礎を1冊で網羅した教科書．例題
や問題を多く取り入れており，予習や復習などの自習にも最適．第1部では
複素解析学の概要とその応用からフーリエ解析の基礎を扱い，第2部では微
分方程式論への入門を目的として，常微分方程式の基礎からとラプラス変
換とその応用を取り扱っている．
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想創技術社会 サステイナビリティ実現に向けて
池　道彦，原　圭史郎　編著
A5・並製・308頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-87259-540-6　C3050［2016］

持続可能社会を真に実現していくために，将来的のあるべき社会の有り様
を「想創（そうそう）技術社会」という言葉で表現し，これを実現してい
くための大阪大学独自の学術的方法論を提示．持続可能社会形成という人
類の直面する最大の課題に対して，学術はどう立ち向かうのか．数多く生
まれた研究シーズを社会から要求されるビジョンに適合させる方法論が切
り拓きつつある取組みを紹介し，そのポテンシャルを示す．

高温材料プロセスにおける熱移動の基礎とケーススタディーMetallurgical Heat Transfer
from a lecture note of Prof. Brimacombe and Prof. Samarasekera

竹内栄一，田中敏宏　著
B5・並製・178頁　定価（本体3,000円+税）　ISBN978-4-87259-566-6　C3057［2016］

材料プロセスにおいて熱の移動は，物質移動，流動，化学反応と並んで，プ
ロセスの設計や材質の制御を行う上で重要な現象である．本書は，材料の製
造プロセスにおける多くの事例に基づきながら，その基礎から応用までをわ
かりやすく解説する．本分野で著名なBrimacombe教授，Samarasekera
教授の講義ノート（英語）をベースに和文で解説を加えたもので，授業の臨
場感が伝わると共に，英語表現について体得できるのも魅力の一つである．

近代大阪の小学校建築史
川島智生　著
A5・上製・534頁　定価（本体7,700円＋税）　ISBN978-4-87259-579-6　C3052［2017］

商都大阪の小学校は町単位で経営してきた伝統があり，各時代とも華麗な
校舎の建築を実現した．明治期では煉瓦造りの船場校や明治村に移築され
た堀川校講堂がある．大正昭和戦前期では鉄筋コンクリート造りのもっと
も豪華な内容を示した．それらの存在は失われたが，歴史に残す価値があ
る．成立経緯やスタイルの変遷，意匠の分野の手法や設計者についてもそ
の系譜を叙述し，大阪の小学校校舎を総合的にたどって，小学校建築史の
全容の解明を試みている．

〔オンデマンド版〕

計算科学のためのHPC技術1
下司雅章　編
A5・ペーパーバック・298頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-87259-586-4　C3004［2017］

本書は姉妹本である『計算科学のためのHPC技術2』（大阪大学出版会）と
比べてより一般的で基礎的な内容となっている．日々進歩する計算機の世
界の，特にハイパフォーマンスコンピューティング（High Performance 
Computing：HPC）において，「京」で培った技術はアプリケーションの
高速化技術として長く役立つ要素がいくつもあるに違いなく，全ての分野
の研究者や学生に役立つであろう．
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〔オンデマンド版〕

計算科学のためのHPC技術2
下司雅章　編
A5・ペーパーバック・338頁　定価（本体3,900円＋税）　ISBN978-4-87259-587-1　C3004［2017］

本書は姉妹本である『計算科学のためのHPC技術1』（大阪大学出版会）と
比べて，より実践的な技術を多く含んでいる．日々進歩する計算機の世界
の，特にハイパフォーマンスコンピューティング（High Performance 
Computing：HPC）において，「京」で培った技術はアプリケーションの
高速化技術として長く役立つ要素がいくつもあるに違いなく，全ての分野
の研究者や学生に役立つであろう．

大阪大学総合学術博物館叢書14

ロボットからヒトを識
し

る
河合祐司，浅田　稔　編著
A4・並製・94頁　定価（本体2,000＋税）　ISBN978-4-87259-524-6　C1353［2018］

阪大ロボット研究の特徴ともいえるヒューマノイドやアンドロイド他，さ
まざまなロボットたち．大阪大学は，マシンとしてのロボット研究よりも，
生物寄りのロボット研究が盛んで，国際的にも有名です．それは人を識
（知）るための研究なのです．企画展に登場したロボットたちと，ロボット
たちのココロの創生に夢をもつロボット研究者の足跡を多数の図版ととも
に紹介します．

大阪大学新世紀レクチャー　計算機マテリアルデザイン先端研究事例3

メラニン色素の生合成
岸田　良，笠井秀明　著
A5・並製・126頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-256-6　C3050［2019］

第一原理計算を基軸として材料や反応系を設計する，計算機マテリアルデ
ザイン（CMD）の，生体系における研究事例を紹介．生体色素メラニン
の生合成経路の解明を中心的課題として取り上げた．重要性を認識されな
がらその複雑な挙動ゆえに解明が困難だった系において，実験観測の時間，
空間分解能の制約を超えてCMDの手法導入を試みた．CMDは反応デザ
インにどのように貢献し，活用していけば良いのか実践的に例示する．

大阪大学
新世紀レクチャー 計算機マテリアルデザイン先端研究事例Ⅲ

メラニン色素の生合成

岸田 良　笠井秀明

大阪大学出版会

Computational Materials Design, Case Study Ⅲ:

Biosynthesis of melanin pigment

Ryo Kishida
Hideaki Kasai

超音波による非破壊材料評価の基礎
林　高弘　著　
A4・並製・166頁　定価（本体3,300円＋税）　ISBN978-4-87259-747-9　C3053［2021］

超音波探傷を専門に学びたい読者に役立つ専門書．基礎をまとめ，学生，
実際に非破壊検査を実施している実務家あるいは技術開発に携わっている
技術者にとっても，技術体系を基本から学び直したいときには絶好の著作
である． 波動方程式を，様々な境界条件の下で丁寧に解いて示し詳細に式
の展開を記述している．有限要素法を利用した数値計算の手法について，
あるいは計測技術の基礎からその具体的な考え方まで網羅している．
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日米の医療 制度と倫理 
杉田米行　編
A5・並製・274頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-261-0　C3036［2008］

医療保険制度，医学と治療，遺伝子研究なども含めた広義の意味での医療
において，日米両国間には共通点と相違点が交錯している．
本書では，日米両国の医療分野における歴史的展開と現状に，「制度」と
「倫理」という二つの切り口から新進気鋭の研究者がメスを入れる．

阪大リーブル7

医学がヒーローであった頃 ポリオとの闘いにみるアメリカと日本
小野啓郎　著
四六・並製・226頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-240-5　C1347［2008］

日本では過去2回，ウイルスという見えない敵に襲われた経験がある．1度
目は大正時代のスペイン風邪，2度目は戦後の小児麻痺（ポリオ禍）であ
る．ポリオを撃退したアメリカ，ポリオに完敗した日本，両国の差はどこ
から生まれたか．本書は，ポリオ禍と闘うアメリカの科学者と市民の懸命
の努力の歴史を紹介し，一方で日本医学の取り組みの遅れとその原因を指
摘し，克服の方向を示唆する．

小児の歯科治療 シンプルなベストを求めて
大嶋　隆　著
B5・並製・フルカラー・236頁　定価（本体6,500円＋税）　ISBN978-4-87259-251-1　C3047［2009］

研修医，小児歯科専門医を目指す若い歯科医師，小児の歯科治療に奮闘す
る若い臨床歯科医師のための基本的テキスト．
【主要目次】診察室における小児との接し方／小児における歯科治療計画／
母親教室／小児期の歯科疾患／歯の外傷／小児う蝕の特徴／小児う蝕の予
防法／小児う蝕の治療／小児歯科における咬合管理／歯周疾患/定期診査
／小児期に特異な所見を呈する歯科疾患

ビスフォスフォネートの有用性と顎骨壊死 
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員会　編
四六・並製・102頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-372-3　C3047［2010］

世界的に骨粗鬆症治療の第一選択薬であり，がんの骨転移，様々な骨量減
少疾患などにも有効なビスフォスフォネート．本書はその有用性について
解説するとともに，投与患者の歯科治療後に発生事例のある顎骨壊死につ
いて，発生メカニズム，予防法，具体的対処法を明示する．
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前頭葉性認知障害をもつ人の談話分析 
濱村真理　著
A5・上製・392頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-377-8　C3047［2011］

「目に見えない障害」と呼ばれる前頭葉損傷に伴う認知障害の実態を，「対
人社会的不適切性」として，その発言・行動が生じているコンテクストに
根拠を求めつつ明らかにするとともに，リハビリ開始から改善に至る患者
とのコミュニケーション記録を詳細に分析し，談話分析や相互行為論のパ
ラダイムにおいて，「自己認識」や「主体性」の問題を論考．さらに，認知
障害をもつ人と理解しあう上での認識・態度の在り方を提唱する．

阪大リーブル27

セルフメディケーションのためのくすりの話 
那須正夫　著
四六・並製・108頁　定価（本体1,100円＋税）　ISBN978-4-87259-309-9　C1347［2011］

医師による処方薬からコンビニで買うことができる医薬部外品まで，用法
も効果もさまざまなくすりについて，胃薬や花粉症に使う漢方薬，日焼け
止め，消毒剤などの身近なくすり，経験を科学で裏付けた生薬，健康食品・
サプリメントの問題，使用期限や飲酒後の服薬など気をつけておきたいこ
と，ジェネリックや個人輸入の話題など，さまざまな切り口から実例をも
とにわかりやすく解説する．

改訂版　食中毒学入門 予防のための正しい知識
本田武司　著
A5・並製・168頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-411-9　C1047［2012］

清潔大国日本において，流行する疾病は入れ替わっているが，過去約50年
間，食中毒発生件数はほぼ減っていない．ときに死をもたらす悲劇となる
食中毒が繰り返されることのないよう，研究により得られた知識を一般に
伝えることが重要と考えてまとめられた，やさしい入門書．家庭の台所か
ら地球環境まで，食中毒撲滅のために，知識を身近なものにし，正しい予
防法を考える，いわば“知識ワクチン”である．

大阪大学総合学術博物館叢書7

森野旧薬園と松山本草 薬草のタイムカプセル
髙橋京子，森野燾子　著
A4・並製・92頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-217-7　C1345［2012］

森野藤助（賽郭）により創始された森野旧薬園（奈良県宇陀市大宇陀区）
は日本最古の民間植物園である．薬園の植物などを賽郭が真写した彩色図
譜『松山本草』は美術性の高い精緻な植物画であり門外不出であった．両
者は当時栽培・自生していた薬用植物の姿を現代に伝える貴重な資料であ
り，大和の自然環境を知るタイムカプセルである．現況と研究から分かっ
たことを図譜と共に紹介する．
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臨床実習のための画像診断入門 
奥村明之進，土岐祐一郎　監修／渡部健二，和佐勝史　編集
A4・並製・234頁　定価（本体5,000円+税）ISBN978-4-87259-456-0　C3047［2013］

各診療科が保管する厳選された画像素材を使用し，基本事項の解説，Q&A
を随所に盛り込んだフルカラー画像演習書．年々高度化する医療において
病態の確実な把握のため求められる，疾患の特徴的な画像や内視鏡所見を，
医学生のための臨床医学への入門，医療現場に入った臨床研修医の知識の
整理だけでなく，コメディカル・スタッフにも病態の理解の手助けとなる
ことを目的として編集されている．

森野藤助賽郭真写「松山本草」 森野旧薬園から学ぶ　　生物多様性の原点と実践

髙橋京子　著
B5・上製・572頁　定価（本体33,200円＋税）　ISBN978-4-87259-462-1　C1347［2014］

奈良県大宇陀で守られる日本最古の私設薬園，森野旧薬園が所蔵する門外
不出の家宝「松山本草」を初めて全巻フルカラーで公開．植物の他，昆虫，
鳥獣，貝が描かれている．森野初代藤助賽郭の描く植物画は，江戸享保改
革期，幕府の薬種国産化政策を背景に，当時の生薬基原種や園内の植生を
描き出している．現在の植物との比較同定を行った図絵解読，森野旧薬園
の植生調査リストをそろえ，生物多様性の原点と実践の扉となる一冊．

ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン 2014改訂版
日本骨代謝学会ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン改訂委員会　編
B5・並製・フルカラー・76頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-476-8　C3047［2014］

ステロイドは，強力な抗炎症，抗免疫作用をもち，関節リウマチ，膠原病，
血液疾患，呼吸器疾患，腎疾患，消化器疾患，皮膚疾患を含め，多くの治
療に使用されている．しかし一方で，しばしば副作用が起こることなどの
症例が見受けられる．本書では，ステロイドの副作用全体の約4分の1を占
める「骨粗鬆症」の管理と治療についてのガイドラインを示し，ステロイ
ド性骨粗鬆症の病態と治療における最新の知見を紹介する．

レジリエント・ヘルスケア 複雑適応システムを制御する
エリック・ホルナゲル，ジェフリー・ブレイスウェイト，ロバート・ウィアーズ　編著／中島和江　訳
A5・並製・350頁　定価（本体3,500円＋税）　ISBN978-4-87259-535-2　C3047［2015］

医療は時々刻々と変化する複雑適応システムであり，人々の柔軟性のある
対応，すなわちレジリエンスこそがシステムをうまく機能させる源だとさ
れている．
本書は，医療安全向上のため，「失敗の原因を特定して対策を施し，失敗を
なくす」という伝統的なアプローチではなく，「うまくいっていることに着
目して先行的に対応し，うまくいくことを増やす」というレジリエンス・エ
ンジニアリングアプローチを医療に応用するための理論と手法を解説する．
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大阪大学総合学術博物館叢書11

漢方今昔物語 生薬国産化のキーテクノロジー
髙橋京子，小山鐡夫　編著
A4・並製・96頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-521-5　C1347［2015］

高齢化社会において需要が伸びている漢方薬原料は，その大半を野生植物
と輸入に依存していることを知っているだろうか．自然破壊や資源ナショ
ナリズムの影響を供給に受ける今，生薬国産化に大きな期待が寄せられる．
それには江戸享保期の同様な試みの記録が残る森野旧薬園から温故知新の
キーテクノロジーをたどることができる．安定供給への困難に対し，資源
植物学を根幹に文理融合で未来へ進む研究をビジュアルに解説する．

レット症候群診療ガイドブック 
青天目信，伊藤雅之　編著
A5・並製・254頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-87259-496-6　C3047［2015］

できるだけ早く診断し，療育を含めた対症法をプログラムするために．レッ
ト症候群の診断と診療にかかわるすべてのスタッフへ．その診断の困難さ
は，1999年に報告された主な原因遺伝子，MECP2の発見から進んだ研究で
見直された診断基準により，徐々に変わっていくことが予測される．厚生
労働省「レット症候群」研究班がその研究成果より，概要，よくある症状
の解説と対症法，社会福祉資源や，今後期待される治療をまとめた．

〔オンデマンド版〕

Bending the Archwire
Kenji Takada, Wilson Weixun Lu
A4・ペーパーバック・74頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-87259-590-1　C3047［2017］

矯正歯科治療の成否は，歯科医師の治療技術の巧緻性，すなわち手先の器
用さと美的感覚に大きく依拠している．本書では，歯の移動を直接行う矯
正力を発揮するアーチワイヤーの屈曲のコツと，それがいかにプレアジャ
ストエッジワイズ矯正歯科治療法において役立つかに焦点をおき，具体的
な画像を示しつつ，詳細に技術的ポイントを解説する．歯科矯正学を専攻
する大学院生や矯正歯科医のための類をみない技術指導書である．Osaka University Press

Kenji Takada
Wilson Weixun Lu

B E N D I N G  

A R C H W I R E
T H E
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国際・未来医療学 健康・医療イノベーション
中田　研・山崎慶太　編
A5・並製・460頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-591-8　C3047［2017］

急速に高齢化し国際化する医療現場で何が必要となっていくのか．患者の
視点でも医療を包括的かつ有意義に学ぶことができる．今している事とこ
れから出来る事を国際・未来を見通して次世代に継ぐために，各分野の第
一人者が学生たちに語った講義を収録．基礎研究から医薬品開発，最先端
医療，現場までを国境を越えて経済的な視野で見通し活躍できる技術と人
材を守り育てていくために全学の学生が学ぶべき知識がまとめられた．

阪大リーブル61

歯周病なんか怖くない 歯学部教授が書いたやさしい歯と歯ぐきの本
村上伸也　編
四六・並製・230頁　定価（本体1,300円＋税）　ISBN978-4-87259-442-3　C0077［2017］

歯が抜けるのは老化のせいではありません！　歯を失う歯周病を知って，
歯と歯ぐきの健康はセルフケアで守りましょう．長生きして，健康でいら
れる期間を「健康寿命」といってこれを伸ばす様々な健康法があります．
なかでも食べることにかかわる口の健康を保つことは，楽しい食事，笑顔
の若々しさ，健康寿命を支えます．年代別のケア，原因，診断，治療，予
防を歯周病科の歯医者さんが分かりやすく解説します．

阪大リーブル62

みんなの体をまもる免疫学のはなし 対話で学ぶ役立つ講義
坂野上淳　著
四六・並製・230頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-444-7　C0077［2017］

妊婦にネコが危ない理由．ワクチンを効果的に接種するには？　なぜビタ
ミンDが骨粗鬆症の治療に使われるの？　敗血症，サイトカインストーム
（嵐）って？　脳に病原体や免疫細胞が入り込む仕組み，関節リウマチ，が
ん免疫，などなど．大学の免疫学研究は私たちの健康的な生活を守ること
につながっていることに気づかされます．70代，40代，10代の三つの年代
と著者との対話で学ぶ免疫学のはなし．

定価（本体1,600円＋税）

阪大リーブル69

ほんとうのトコロ、認知症ってなに？
山川みやえ，土岐　博，佐藤眞一　編
四六・並製・258頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-637-3　C1377［2019］

認知症について，研究者，医師，看護師，行政の専門家が，「ほんとうのと
ころ」を書き下ろしました．脳のなかで起きていること，誤解されやすい
症状，的確な診断の実践，薬，患者さんの心の理解，社会で支えるしくみ，
効果的なケアの実践まで．認知症と付き合いながら，最後まで前向きに満
足して生ききれるよう，役立ててほしい，現場の知識と実践が集まってい
ます．
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緒方洪庵の薬箱研究 マテリアルサイエンスで見る東西融合医療
髙橋京子　著
B5・上製・292頁　定価（本体25,000円＋税）　ISBN978-4-87259-700-4　C3047［2020］

幕末を代表する蘭方医，緒方洪庵の薬箱には当時の医療を知る多くの物品
とともに正体不明の薬剤も収納されていた．蘭学等，洋学の受容から生み
出された高水準の医療知識・技術が具現化されている薬箱の全容を初めて
カラーで公開し，薬箱構成実体物の検証，収納物の特性解析と製剤技術の
解明等について検討し，古文化財の分類，調査，分析，保存の具体的方法
論を，「医療文化財」という新規の分類で明確にし提案するものである．

大阪大学新世紀レクチャー

歯科補綴学模型実習マニュアル　改訂第2版
矢谷博文，前田芳信　編
B5・並製・202頁　定価（本体5,000円＋税）　ISBN978-4-87259-713-4　C3047［2020］

歯質，歯，歯列の欠損を補綴物で補うことにより形態，機能の回復を目的
とした歯科補綴治療について，大阪大学歯科補綴学教室の臨床理論の蓄積
と，最新材料を用いた手法を豊富なカラー写真により解説した完全版マニュ
アル．クラウンブリッジ補綴学，有床義歯補綴学・高齢者歯科学及び各分
野にインプラントを取り入れた内容により構成．限られた実習時間に学生
に正しい知識を伝えられるよう，全編にわたって細かな修正を行った．

矢谷博文 前田芳信 編著

大阪大学
出版会

大阪大学出版会
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歯科補綴学
模型実習マニュアル

改訂
第2版

定価（本体5,000円+税）

C3047 ¥5000E

ISBN978-4-87259-713-4

改
訂
第
２
版

ツカ＝14mm

阪大リーブル74　

漢方がみちびく心と体のレジリエンス（回復力）
萩原圭祐　著
四六・並製・246頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-87259-642-7　C1347［2021］

従来の漢方解説書とは一線を画す，新鮮な内容．「なぜ効くのか」が分かる
注目の一冊．漢方を知らない人にも役立つエピソードが満載．漢方の劇的
な臨床効果の本質が，心と体のレジリエンスをみちびくことだと実感する
ことができます．難病を抱えて選手生活を送った，元卓球女子日本代表・
若宮三紗子さんのエピソードも心を震わせるものがあり，医療現場で，医
師，患者，家族が改めて大切にすべきことが記されています．
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大阪大学歴代総長餘芳 
大阪大学　編
四六・上製・254頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-179-8　C3023［2004］

第6番目の帝国大学として設置されて約70年．大阪大学の歴史は，同時に歴
代総長の物語であった．大阪大学名誉教授が執筆．
【内容と執筆者】長岡半太郎（梅溪昇）／楠本長三郎（梅溪昇）／眞島利行
（芝哲夫）／八木秀次（伊藤順吉）／今村荒男（梅溪昇）／正田建次郎（永
尾汎）／赤堀四郎（池中徳治）／岡田實（荒田吉明）／釜洞醇太郎（加藤
四郎）／若槻哲雄（江尻宏泰）／山村雄一（中馬一郎）

大阪大学新世紀レクチャー〔オンデマンド版〕

大阪大学の歴史 
高杉英一，阿部武司，菅　真城　編著
A5・並製・218頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-724-0　C3021［2009］

【目次概要】　大阪大学の歴史を学ぶ人へ，帝国大学の成立と崩壊，待兼山
に学ぶ，懐徳堂から大阪大学へ，適塾における予防医学活動，適塾から大
阪大学医学部へ，大阪帝国大学の創設と理学部の新設，大阪工業学校から
大阪大学工学部へ，旧制高校から大阪大学教養部へ，大阪高等学校，浪速
高等学校，その後の各学部の発展，基礎工学部・人間科学部の新設と外国
部学部，大阪大学の目指すもの．

大阪大学とともに歩んで 熊谷信昭第12代総長回顧録
大阪大学アーカイブズ　編
四六・上製・336頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-87259-539-0　C3023［2015］

熊谷信昭氏のオーラルヒストリー．大阪大学の歩み，日本における工学の
研究・教育，さらに大阪という地域の発展を知ることができる．
目次／生い立ち・父熊谷三郎のこと／専門研究のマイクロ波技術／大学紛
争時代と総長時代／創立60周年事業，大阪大学出版会の創立，医学部・病
院の移転／科学技術会議・原子力安全システム研究所・地域社会での活動
と社会貢献

大阪大学総合学術博物館叢書12

待兼山少年 大学と地域をアートでつなぐ“記憶”の実験室
橋爪節也，横田　洋　編著
A4・並製・96頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-87259-522-2　C1370［2016］

戦後復興から高度成長期をのぞむ昭和33年から昭和35年に建てられた大阪
大学の「石橋職員宿舎」が，老朽化と耐震性を理由に取りこわされること
になった．この職員宿舎を題材に，大学と地域の“記憶”をテーマに開か
れた一連のプロジェクト「阪大石橋宿舎おみおくりプロジェクト」につい
て，イベント・展示・パフォーマンスを記録した一冊．宿舎で成長した旧
住人の記憶を中心に大阪の北に位置する近辺の歴史をたどる．
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金森順次郎第13代大阪大学総長回顧録
大阪大学アーカイブズ　編
四六・上製・180頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-574-1　C3023［2016］

物性理論の世界的権威であり，大学行政等でも多大な功績を遺された金森
順次郎第13代大阪大学総長の回顧録．本書は，ご自身の書かれた自伝「新・
未知への群像」，「物の理を求めて60年」や総長時代の式辞・告辞，その顕
彰に尽力された「適塾の遺産と学問のこれから」などから成り，様々な角
度から先生の姿を映し出す記録であるとともに，学問に対する情熱，天才，
感性，温かなお人柄をうかがい知ることができる一冊である．

大阪大学出版会
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岸本忠三第14代大阪大学総長回顧録
大阪大学アーカイブズ　編
四六・上製・216頁　定価（本体2,400＋税）　ISBN978-4-87259-615-1　C3023［2018］

臨床と基礎を行き来して，多くの人を救う成果を生んだ免疫学者，岸本忠三
第14代大阪大学総長．恩師との出会いをきっかけに免疫学の研究者として歩
み始め，医師として，教授として経験を積み，大阪大学総長に就任して現在
にいたるまでの大阪大学でのおよそ60年を，インタビュー形式で回顧．生い
立ちから転機，医師として患者と接して基礎研究と結びつけ，リウマチ治療
薬となったIL-6の発見，長い道のりで恩師と多くの人に育てられた人を育て
る姿勢は，収録した学生たちへの式辞・告辞にもいきいきと語られている．

大阪大学社学共創叢書1

街に拓く大学 大阪大学の社学共創
永田　靖，佐伯康考　編
A5・並製・248頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-87259-682-3　C1037［2019］

「地域に生き 世界に伸びる」をモットーに，社会との共創活動を積み重ね
てきた大阪大学の，その源流から現在に至るまでの展開を紹介．適塾記念
センター，21世紀懐徳堂，総合学術博物館，アートエリアB1におけるユ
ニークな試みや臨床哲学の挑戦，芸術研究でのアウトリーチ活動などを取
り上げ，社会と大学とのつながりから新しい価値を創造するために，大学
はどのような研究・教育・社会貢献活動を行うべきか，考察する．

大阪大学社学共創叢書3

記憶の劇場 大阪大学総合学術博物館の試み
永田　靖，山﨑達哉　編
A5・並製・248頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-487259-698-4　C1070［2020］

今日，博物館では既存のミッションからの転換が求められている．どのよ
うにすれば博物館の資料を市民との交流の中でより開かれたものにしてい
けるのか，という課題について，大阪大学総合学術博物館が2016年から3年
間実施した社会人育成プログラムの経験を通して考察する．大学博物館の
社会実験の貴重なレポートであり，かつ大学における社会人育成カリキュ
ラムの新たなモデルを提案した書．



110

大
阪
大
学

湯川秀樹博士と大阪大学　ノーベル賞はかくして生まれた

細谷　裕　著／大阪大学総合学術博物館湯川記念室　監修
A4変形・並製・120頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-87259-731-8　C0023［2021］

湯川秀樹博士がノーベル賞を受賞することとなった中間子論を大阪帝国大
学でまとめて，理学部にて理学博士の学位を取得した事実は，近年は知る
人も少なくなっていた．本書は1933～1939年の間，26～32歳の若き湯川が
大阪帝大在籍中に，自身の圧倒的に凄まじい研究を進めた姿を大阪帝大理
学部への学位申請に関する新たな史料，講演原稿，論文の下書きなどとと
もに多数をフルカラーで紹介し，明らかにしている．
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洪庵のくすり箱 
米田該典　著
四六・上製・150頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-87259-072-2　C1021［2001］

緒方洪庵が愛用した薬箱には，丁寧に包まれた薬が54種残っている．150年
後のいまもその薬効は十分にあることが証明された．
薬を見事に保存した箱・包紙・ガラス瓶の技術や歴史，薬の流通の中心＝
道修町，幕末の薬学・化学の水準など，著者の興味は止まることがなく，
読者を洪庵が活躍していた時代に誘いこむ．

2007年度　日本薬史学会賞

写真集　適塾アーカイブ 貴重資料52選
適塾記念会　編
A5・並製・42頁　定価（本体700円＋税）　ISBN978-4-87259-088-3　C1021［2002］

緒方洪庵とその門下生ゆかりの貴重資料の数々．写真でたどる適塾150年の
歴史．
【主要目次】　適塾記念会創立50周年記念企画
1．洪庵とその親しき人々　2．洪庵の著訳書と手蹟　3．適塾の生活と洪庵
の門下生たち　4．西洋科学の発展とその摂取　5．適塾その後―大阪仮病
院・大阪医学校

《図録》懐徳堂―浪華の学問所 
懐徳堂友の会・記念会　編／発行　【発売元：大阪大学出版会】
A4・並製・86頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-906482-00-9　C0021［1994］

教授中井竹山筆による塾生活の定書，学問所の経営史料と建物の平面図や
瓦の拓本，中井履軒手製の宇宙図，富永仲基の著作，山片蟠桃手稿本，交流
のあった上田秋成の自筆本など貴重史料の美麗な図版，合計百余点を掲載．
【主要目次】　近世日本と懐徳堂／懐徳堂の成立／学問所「懐徳堂」／学問
所「懐徳堂」の終焉／懐徳堂の思想と近代／懐徳堂の遺跡と遺物

懐徳堂とその人びと 
脇田　修，岸田知子　著
四六・上製・154頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-87259-028-9　C1023［1997］

懐徳堂は，1724年に大坂の有力町人が教養のために開設した私塾であった．
本書は，懐徳堂を近世大坂の町人文化の中で位置づけると共に，個性あふ
れる学風やその人びとについてやさしく紹介する．
【主要目次】　懐徳堂の創建／懐徳堂の人びと／町人学者／懐徳堂の展開と
その終焉／近代での復興
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懐徳堂の歴史を読む 懐徳堂アーカイブ
湯浅邦弘，竹田健二　編著
B5・並製・60頁　定価（本体1,000円＋税）　ISBN978-4-87259-190-3　C0021［2005］

アーカイブの観点から，懐徳堂の主要人物や資料を解説し，巻末には問答
集を掲載．
【主要目次】　懐徳堂の大事件／よみがえる懐徳堂の編年史／綴じ込み『懐
徳堂紀年』／今に生きる懐徳堂／懐徳堂を知る／懐徳堂問答集

「見る科学」の歴史 懐徳堂・中井履軒の目
大阪大学総合学術博物館　編
B5・並製・56頁　定価（本体1,000円＋税）　ISBN978-4-87259-207-8　C1040［2009］

本書は，懐徳堂最大の学問的業績を残したと評価されている中井履軒につ
いて，懐徳堂研究の視点からばかりではなく，日本美術史や科学技術史な
どの異なる視点から考察する．対象を可能な限り自分の目で見つめ，考察
し，その結果を単に文章として残すだけではなく，自らの手で，モデルや
絵画を作成して表現しているところに，履軒のユニークな学問の姿勢を見
ることができる．

阪大リーブル9　懐徳堂

墨の道　印の宇宙 懐徳堂の美と学問
湯浅邦弘　著
四六・並製・168頁　定価（本体1,700円＋税）　ISBN978-4-87259-242-9　C1321［2009］

懐徳堂に伝わる大量の印章．陽刻・陰刻，落款など印章の基礎知識を解説
しながら印文の意味をさぐる．印章という小世界に見る懐徳堂の歴史．
【主要目次】　（一）大坂町人の学校　（二）奈良 大坂 墨の道　（三）印章の
中の小宇宙　懐徳堂印章ギャラリー

阪大リーブル11　懐徳堂

江戸時代の親孝行 
湯浅邦弘　編著
四六・並製・232頁　定価（本体1,800円＋税）　ISBN978-4-87259-243-6　C1321［2009］

江戸時代の葬送儀礼や落語，森鴎外が題材にした大坂の親子事件等のなか
に，道徳心の退廃や家族の崩壊の原因を探る．
【主要目次】　（一）江戸時代の親孝行　（二）江戸文化にみる親孝行　
　　　　　　（三）終わりなき「孝」　（四）「孝」辞苑
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阪大リーブル20　懐徳堂

市民大学の誕生 
竹田健二　著
四六・並製・300頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-244-3　C1321［2010］

明治の末，江戸時代の大坂の文教を支えた懐徳堂を顕彰する運動が盛り上
がり，大正に入ると財団法人懐徳堂記念会が大阪の市民大学として積極的
な活動を展開していった．懐徳堂の学主の子孫である中井木菟麻呂とのか
かわりに注目しながら，新資料に基づいて戦前の大阪の市民大学「重建懐
徳堂」誕生の経緯を探る．

緒方洪庵全集1・2

扶氏経験遺訓（上・下） 
適塾記念会緒方洪庵全集編集委員会　編集
A5・上製（函入）〈上巻〉426頁　ISBN978-4-87259-370-9／〈下巻〉418頁　ISBN978-4-87259-371-6　定価各（本体10,000円＋税）　C3321［2010］

【緒方洪庵生誕200年記念出版】緒方洪庵がもっとも重要と考えて心血を注
いで翻訳した医学書である．扶氏とはドイツ・ベルリン大学教授フーフェ
ランドであり，1833年刊行の最新の医学書である．1838年に蘭書の訳が出
て，これを入手した洪庵は感銘を受け，ただちに翻訳に取りかかり，1842
年には訳し終えている．原書の知識の中には日本語にない概念，名称が多
くあり，そのために洪庵が創作したと考えられる用語（咽頭，病疫，喀血，
感覚，健康など）も多い．本文の訳述のほか，解説と膨大な索引が役立つ．

阪大リーブル33　懐徳堂

懐徳堂ゆかりの絵画 
奥平俊六　編著
四六･並製･318頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-87259-246-7　C1370［2012］

懐徳堂文庫蔵の絵画はこれまで特定のものしか紹介されていない．新たに
寄贈された資料やこれまで保存されてきた絵画の画家や画風を，美術とい
う切り口からみると人と作品のつながりが読み取れる．そして懐徳堂とは
多くの文化人が行き交う芸術サロンであったことがこの書から知られる．

緒方洪庵全集4

日記　書状（その一）
適塾記念会緒方洪庵全集編集委員会　編集
A5・上製（函入）・306頁　定価（本体10,000円＋税）　ISBN978-4-87259-513-0　C3321［2016］

「癸丑年中日次之記」嘉永6年（1853）洪庵44歳の日常生活記録．
「壬戌旅行日記」文久2年（1862）　4月－6月にかけ母の米寿の宴に帰郷し，

ついで中国・四国に旅行した日記．53歳．
「勤仕向日記」（文久2年）　幕府の奥医師となり，江戸における日誌．
緒方洪庵の手紙（その1）
　 箕作秋平宛

緒方洪庵全集　第四巻

大阪大学出版会

適塾記念会緒方洪庵全集編集委員会　編集

日記 書状
（その一）
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〔増補改訂版〕懐徳堂事典
湯浅邦弘　編著
A5・並製・334頁　定価（本体3,000円+税）　ISBN978-4-87259-570-7　C1521［2016］

大阪大学の源流といわれる懐徳堂に関する諸情報の解説．2001年に初版を
刊行したが，その後，研究が進み，新発見もあるところから項目を増やし
た改訂版である．懐徳堂の歴史に沿って　1懐徳堂の成立，2経営と教育　3
学問　4懐徳堂の周辺　5終焉と復興　6徳堂文庫書誌情報　7懐徳堂の名言　
8関係施設の8章にわけて簡潔に解説している．全項目数562.

大阪大学総合学術博物館叢書13

懐徳堂の至宝 大阪の「美」と「学問」をたどる
湯浅邦弘　著
A4・並製・94頁　定価（本体2,000円+税）　ISBN978-4-87259-523-9　C1321［2016］

懐徳堂は大阪の学問所として140年の歴史を刻む．幕末から明治維新に至る
動乱の中でいったん閉校し，明治43年にその顕彰を目的として懐徳堂記念
会が設立され，大正5年には重建懐徳堂が再建された．この重建懐徳堂の開
学100年を記念した資料図録である．最近新発見の資料の大型写真をはじ
め，修復をほどこしてより図柄が明瞭になった最新版を多く含む．カラー
版36頁．

懐徳堂儒学の研究
藤居岳人　著
A5・上製・384頁　定価（本体6,100円＋税）　ISBN978-4-87259-711-0　C3021［2020］

江戸時代中期の大阪に開学した漢学塾懐徳堂．その最盛期の中心人物で
あった中井竹山・履軒兄弟が展開した懐徳堂儒学の軌跡から，朱子学との
関係，思想史的意義を明らかにする．儒学を実学に昇華させた懐徳堂儒学
は，幕末に向かう日本近世思想史上にどのような深まりをもたらし，幕府
や西国諸藩への実学の波及にどのような役割を果たしたのか．膨大な懐徳
堂蔵書から紐解き，懐徳堂を改めて思想史的的に位置づける．



シ
リ
ー
ズ
一
覧

115

阪大リーブル ■四六判･ソフトカバー
2007年4月創刊、学術研究の成果を阪大の中にとどめることなく、一般読書人に届けるための教養書シリーズ。
社会、歴史、文学、科学などの広い分野にわたり、世界と人間の見方を鍛え、これまでの学問にとらわれず、
現代文明が要請する様々な重要テーマに取り組む。

書　　名 著者/編者 本体価格 掲載頁

【01】 ピアノはいつピアノになったか？  伊東信宏 編  1,700円 31頁

【02】 日本文学　二重の顔  荒木　浩 著  2,000円 7頁

【03】 超高齢社会は高齢者が支える  藤田綾子 著  1,600円 45頁

【04】 ドイツ文化史への招待  三谷研爾 編  2,000円 57頁

【05】 猫に紅茶を  藤川隆男 著  1,700円 57頁

【06】 失われた風景を求めて  鳴海邦碩，小浦久子 著  1,800円 97頁

【07】 医学がヒーローであった頃  小野啓郎 著  1,700円 102頁

【08】 歴史学のフロンティア  秋田　茂，桃木至朗 編  2,000円 58頁

【09】 墨の道 印の宇宙  湯浅邦弘 編著  1,700円 112頁

【10】 ロシア　祈りの大地  津久井定雄，有宗昌子 編  2,100円 1頁

【11】 江戸時代の親孝行  湯浅邦弘 編著  1,800円 112頁

【12】 能苑逍遥（上） 世阿弥を歩く  天野文雄 著  2,100円 【品切】

【13】 わかる歴史・面白い歴史・役に立つ歴史  桃木至朗 著  2,000円 59頁

【14】 芸術と福祉  藤田治彦 著  2,200円 31頁

【15】 主婦になったパリのブルジョワ女性たち  松田祐子 著  2,100円 59頁

【16】 医療技術と器具の社会史  山中浩司 著  2,200円 46頁

【17】 能苑逍遥（中）　能という演劇を歩く  天野文雄 著  2,100円 32頁

【18】 太陽光が育くむ地球のエネルギー  濱川圭弘，太和田善久 編著  1,600円 97頁

【19】 能苑逍遥（下） 能の歴史を歩く  天野文雄 著  2,100円 【品切】

【20】 市民大学の誕生  竹田健二 著  2,000円 113頁

【21】 古代語の謎を解く〔オンデマンド版〕  蜂矢真郷 著  3,100円 16頁

【22】 地球人として誇れる日本をめざして  松田　武 著  1,800円 74頁

【23】 フランス表象文化史  和田章男 著  2,000円 32頁

【24】 漢学と洋学  岸田知子 著  1,700円 【品切】

【25】 ベルリン・歴史の旅  平田達治 著  2,200円 60頁

【26】 下痢、ストレスは腸にくる  石蔵文信 著  1,300円 【品切】

【27】 セルフメディケーションのためのくすりの話  那須正夫 著  1,100円 103頁

【28】 格差をこえる学校づくり  志水宏吉 編  2,000円 39頁

【29】 リン資源枯渇危機とはなにか  大竹久夫 編著  1,700円 【品切】

【30】実
ラ イ ブ

況・料理生物学  小倉明彦 著  1,700円 91頁

【31】 夫源病  石蔵文信 著  1,300円 【品切】

【32】ああ、誰がシャガールを理解したでしょうか?  圀府寺司，樋上千寿，和田恵庭 著 2,000円 32頁

【33】 懐徳堂ゆかりの絵画  奥平俊六 編著  2,000円 113頁

【34】 試練と成熟  中岡成文 著  1,900円 2頁

【35】 ひとり親家庭を支援するために  神原文子 編  1,900円 【品切】

【36】 知財インテリジェンス  玉井誠一郎 著  2,000円 83頁
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【37】 幕末鼓笛隊  奥中康人 著  1,900円 62頁

【38】 ヨーゼフ・ラスカと宝塚交響楽団  根岸一美 著  2,000円 33頁

【39】 上田秋成  飯倉洋一 著  2,000円 8頁

【40】 フランス児童文学のファンタジー  石澤小枝子，高岡厚子，竹田順子 著 2,200円 8頁

【41】 東アジア新世紀  河森正人 著  1,900円 85頁

【42】 芸術と脳  近藤寿人 編  2,200円 33頁

【43】 グローバル社会のコミュニティ防災  吉富志津代 著  1,700円 48頁

【44】 グローバルヒストリーと帝国  秋田　茂，桃木至朗 編  2,100円 63頁

【45】 屛風をひらくとき  奥平俊六 著  2,100円 34頁

【46】 アメリカ文化のサプリメント  森岡裕一 著  2,100円 8頁

【47】 ヘラクレスは繰り返し現われる  内田次信 著  1,800円 9頁

【48】 アーカイブ・ボランティア  大西　愛 編  1,700円 50頁

【49】 サッカーボールひとつで社会を変える  岡田千あき 著  2,000円 49頁

【50】 女たちの満洲  生田美智子 編  2,100円 65頁

【51】 隕石でわかる宇宙惑星科学  松田准一 著  1,600円 88頁

【52】 むかしの家に学ぶ  畑田耕一 編著  1,600円 51頁

【53】 奇想天外だから史実  髙島幸次 著  1,800円 66頁

【54】 とまどう男たち―生き方編  伊藤公雄，山中浩司 編  1,600円 50頁

【55】 とまどう男たち―死に方編  大村英昭，山中浩司 編  1,500円 51頁

【56】 グローバルヒストリーと戦争  秋田　茂，桃木至朗 編著  2,300円 66頁

【57】 世阿弥を学び、世阿弥に学ぶ  大槻文藏 監修／天野文雄 編集 2,300円 35頁

【58】 古代語の謎を解く　II  蜂矢真郷 著  2,100円 24頁

【59】 地震・火山や生物でわかる地球の科学  松田准一 著  1,600円 89頁

【60】 こう読めば面白い！フランス流日本文学  柏木隆雄 著  2,100円 11頁

【61】 歯周病なんか怖くない  村上伸也 編  1,300円 106頁

【62】 みんなの体をまもる免疫学のはなし  坂野上淳 著  1,600円 106頁

【63】 フランスの歌いつがれる子ども歌  石澤小枝子，高岡厚子，竹田順子 著 1,800円 11頁

【64】 黄砂の越境マネジメント  深尾葉子 著  2,300円 87頁

【65】 古墳時代に魅せられて  都出比呂志 著  1,700円 69頁

【66】 「羅生門」の世界と芥川文学  清水康次 著  2,000円 11頁

【67】 心と身体のあいだ  老松克博 著  1,900円 6頁

【68】 日本を彩る香りの記憶  内野　花 著  1,600円 69頁

【69】 ほんとうのトコロ、認知症ってなに？  山川みやえ，土岐　博，佐藤眞一 編 1,600円 106頁

【70】 公文書をアーカイブする  小川千代子，菅　真城，大西　愛 編著 1,800円 12頁

【71】 小説家、織田作之助  斎藤理生 著 2,300円 12頁

【72】 グローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育  秋田　茂，桃木至朗 編著  2,300円 70頁

【73】 スポーツで蒔く平和の種  岡田千あき 編著  1,800円 55頁

【74】 漢方がみちびく心と体のレジリエンス  萩原圭祐 著 1,600円 107頁

【75】 東日本大震災と災害ボランティア  渥美公秀，貫牛利一 著  2,200円 56頁

【76】 アーカイブズとアーキビスト  大阪大学アーカイブズ，高橋明男，菅　真城　編 1,900円 56頁



シ
リ
ー
ズ
一
覧

116 117

大阪大学総合学術博物館叢書 ■A4判･ソフトカバー ･100頁前後

本叢書は、大阪大学総合学術博物館において保管されている資料の公開と同館における研究の成果を公表するために刊行される。
これまでに紹介されることの少なかった図版、カラー写真を中心とし、研究によって明らかにされたオリジナルな解説を加える。

書　　名 著者/編者 本体価格 掲載頁

【01】 扇のなかの中世都市  泉　万里 著  2,000円 31頁

【02】 武家屋敷の春と秋  泉　万里 著  2,000円 31頁

【03】 城下町大坂  大阪大学総合学術博物館，大阪歴史博物館 監修 2,000円 58頁

【04】 映画「大大阪観光」の世界  橋爪節也 編著  2,400円 58頁

【05】 巨大絶滅動物　マチカネワニ化石  小林快次，江口太郎 著  2,400円 88頁

【06】 東洋のマンチェスターから大大阪へ  阿部武司，沢井　実 著  2,100円 60頁

【07】 森野旧薬園と松山本草  髙橋京子，森野燾子 著  2,400円 103頁

【08】 ものづくり 上方“酒”ばなし  松永和浩 編著  2,000円 62頁

【09】 戦後大阪のアヴァンギャルド芸術  橋爪節也，加藤瑞穂 編著  2,400円 33頁

【10】 野中古墳と「倭の五王」の時代  高橋照彦，中久保辰夫 編著  2,200円 64頁

【11】 漢方今昔物語  髙橋京子，小山鐡夫 編著  2,000円 105頁

【12】 待兼山少年  橋爪節也，横田　洋 編著  2,200円 108頁

【13】 懐徳堂の至宝  湯浅邦弘 著  2,000円 114頁

【14】 ロボットからヒトを識る  河合祐司，浅田　稔 編著  2,000円 101頁

【15】 精神と光彩の画家　中村貞夫  橋爪節也，竹中哲也 編著  2,800円 36頁

【16】 鉱物  石橋　隆，澤田　操，伊藤　謙 編  2,400円 90頁

【17】 佐治敬三“百面相”大阪が生んだ稀代の経営者  松永和浩 著  2,200円 87頁

【18】 EXPO’70 大阪万博の記憶とアート  橋爪節也，宮久保圭祐 編著  2,600円 37頁

シリーズ臨床哲学 ■四六判･ソフトカバー

　哲学者・鷲田清一と中岡成文によって日本で初めて大阪大学で発足した専門分野「臨床哲学」。哲学界、医療・介護・教育関係者、
学生・一般市民に少なからぬインパクトを与えてきた「現場」での哲学を明らかにする。 

書　　名 著者/編者 本体価格 掲載頁

【1】ドキュメント臨床哲学  鷲田清一 監修／本間直樹 ほんま なほ，中岡成文 編 2,200円 1頁

【2】哲学カフェのつくりかた  鷲田清一 監修／Café Philo 編 2,400円 3頁

【3】こどものてつがく  鷲田清一 監修／高橋　綾，本間直樹 ほんま なほ 著 2,600円 5頁

【4】ソクラティク・ダイアローグ  中岡成文 監修／堀江　剛 著 1,900円 5頁

【5】哲学対話と教育  中岡成文 監修／寺田俊郎 編 2,300円 6頁
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世界の言語シリーズ ■A5判･ソフトカバー ･CD付

大阪大学外国語学部の学生がまなぶ語学実習授業のレベルと内容をそのままに、世界の言語の文字・発音から文法・会話まで、
トータルで学べる初級テキストシリーズ。

書　　名 著者/編者 本体価格 掲載頁

【01】 スワヒリ語  小森淳子 著  2,600円 16頁

【02】 中国語  杉村博文，郭　修靜 著  2,900円 16頁

【03】 モンゴル語  塩谷茂樹，中嶋善輝 著  3,200円 17頁

【04】 ベトナム語  清水政明 著  2,500円 17頁

【05】 ロシア語  上原順一 著  2,800円 18頁

【06】 フィリピン語  大上正直，ジェニー・ヨシザワ 著 3,200円 18頁

【07】 スペイン語［改訂版］  長谷川信弥 著  2,600円 22頁

【08】 ハンガリー語  岡本真理 著  3,000円 19頁

【09】 タイ語  宮本マラシー，村上忠良 著  3,500円 20頁

【10】 デンマーク語  新谷俊裕，Thomas Breck Pedersen，大辺理恵 著 3,600円 20頁

【11】 ポルトガル語  平田惠津子，鳥居玲奈，ロジェリオ・アキチ・デゼン 著 3,000円 23頁

【12】 スウェーデン語  清水育男，ウルフ・ラーション，當野能之 著 3,300円 23頁

【13】 イタリア語  Giulio Antonio Bertelli，菊池正和 著  3,600円 26頁

【14】 インドネシア語  原真由子 著  3,300円 28頁

【15】 ペルシア語  竹原　新，べへナム・ジャヘドザデ 著 2,600円 28頁

【16】 トルコ語  宮下　遼 著  3,200円 29頁

【17】 アラビア語  依田純和 著  3,600円 29頁

【18】 台湾華語  林　初梅，吉田真悟 著  2,600円 30頁

シリーズ人間科学 ■四六判･ソフトカバー

　大阪大学大学院人間科学研究科発、心理学、社会学、教育学をはじめとした、文系理系の幅広い学問分野からのアプローチ。
「人間とは何か」という問いに対する最先端の研究成果をわかりやすく解説。「人そのものと、人が営む社会」を明らかにする。

書　　名 著者/編者 本体価格 掲載頁

【1】食べる  八十島安伸，中道正之 編  1,800円 52頁

【2】助ける  渥美公秀，稲場圭信 編  2,000円 54頁

【3】感じる  入戸野宏，綿村英一郎 編  2,000円 54頁

【4】学ぶ・教える  中澤　渉，野村晴夫 編  2,000円 54頁

【5】病む  山中浩司，石蔵文信 編  2,000円 54頁

【6】越える・超える  岡部美香 編  2,000円 56頁

【7】争う  栗本英世，モハーチ・ゲルゲイ，山田一憲 編 2,000円 ii頁

【8】住む・棲む  檜垣立哉 編  2,000円 iii頁
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書　　名 著者／編者

アーカイブ事典 小川千代子，高橋　実，大西　愛　編著
アートエリアB1　5周年記念記録集　上方遊歩46景 アートエリアB1 企画／松岡正剛 監修／木ノ下智恵子 編集
アイスキュロスと世阿弥のドラマトゥルギー M. J. スメサースト　著／木曽明子　訳
アジア太平洋経済圏の興隆 杉原　薫　著
新しい超電導を求めて 天谷喜一，三宅和正，北岡良雄　著
新しい光の科学 岡田　正，小林哲郎，伊藤　正　著
アヌレンの化学 中川正澄　著
アメリカ映画に現れた日本イメージの変遷 増田幸子　著
アメリカ国際私法の基礎理論 松岡　博　著
アラビア語パレスチナ方言入門 依田純和　著／大阪大学世界言語研究センター　監修
アリストテレス「詩学」の研究（上）（下） 當津武彦　著
遺伝子は命を救う 萩原俊男，森下竜一　著
いのちの不思議 岸本忠三　著
命をつなぐ 松田　暉　著
異文化の交流 柏木隆雄，山口　修　編
飲酒／禁酒の物語学 森岡裕一　著
インターネットがもたらすマルチメディア社会 宮原秀夫，村田正幸　著
ウズベク語文法・会話入門 吉村大樹，ジュリボイ・エルタザロフ　著／大阪大学世界言語研究センター　監修
永遠のロマンチシズム 山川鴻三　著
英語リフレッシュ講座 成田　一　編
エクリチュールの冒険 柏木隆雄，金﨑春幸，高岡幸一，春木仁孝，和田章男　編
NPO政策の理論と展開 初谷　勇　著
NPOの時代 山内直人　著
大阪大学経済学部50年史 大阪大学経済学部50年史委員会　編
大阪大学発！ときめきサイエンス 大阪大学　編
大阪帝国大学創立史 西尾幾治　編
大阪とくすり 米田該典　著
大津事件考 鎌倉利行　著
緒方洪庵と適塾 梅溪　昇　著
新版　緒方洪庵と適塾 大阪大学適塾記念センター　編集
外国人の就学と不就学 小島祥美　著
懐徳堂朱子学の研究 陶　徳民　著
ガイドブック　国際関係論 竹内俊隆　編
科学技術と人間のかかわり（Ⅰ），（Ⅱ） 畑田耕一，宮西正宜　編
かきつばた 柏木加代子　著
学生・技術者育成の研修システム 島田　彌　著
学校再生の可能性 池田　寛　著
漢学と洋学 岸田知子　著
環境と化学物質 西原　力　著
環境リスク評価論 東海明宏，岸本充生，蒲生昌志　著／「環境リスク管理のための人材養成」プログラム　編
関西・ことばの動態 真田信治　著
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感染症研究のいま 本田武司，生田知良，堀井俊宏　編
企業活動における知的財産 大阪大学法政実務連携センター　編
基本権保障の憲法理論 松本和彦　著
究極の物づくり 森　勇藏　編
近世広域支配の研究 村田路人　著
近世後期都市政策の研究 坂本忠久　著
近代市制と都市名望家 山中永之佑　著
近代中国を生きた日系企業 富澤芳亜，久保　亨，萩原　充　編著
近代日本における企業家の諸系譜 竹内常善，阿部武司，沢井　実　編
近代日本のハンセン病問題と地域社会 廣川和花　著
近代日本の未成年者処遇制度 田中亜紀子　著
近代東アジア土地調査事業研究 片山　剛　編
金融工学 仁科一彦，小谷眞一，長井英生　編
グローバル人間学の世界 中村安秀，河森正人　編
軍縮をどう進めるか 黒沢　満　著
下痢、ストレスは腸にくる 石蔵文信　著
言語文化学概論 藤本和貴夫，木村健治　編
言語文化学への招待 木村健治，金﨑春幸　編
現代英語の等位構造 岡田禎之　著
現代社会と科学技術 東島　清，大貫惇睦　編
現代数学序説（Ⅰ），（Ⅱ），（Ⅲ） 川久保勝夫，宮西正宜　編
現代哲学の基礎概念 菅野盾樹　編
現代能楽講義 天野文雄　著
現代ロシア人の意識構造 五十嵐徳子　著
建築計画読本 舟橋國男　編著
咬合・咀嚼が創る健康長寿 野首孝祠　編著
国際家族法の理論 松岡　博　著
国際企業買収概論 西口博之　著
国際金融法概論 松浦　功　編著
国際公共政策学入門 高阪　章　編
国際交流フォーラム 近世の大阪 脇田　修，J. Lマクレイン　著

［新版］国際私法・国際取引判例研究 松岡　博　著
国際民事証拠共助法の研究 多田　望　著
古墳時代史の展開と東北社会 菊地芳朗　著
古墳時代の埋葬原理と親族構造 清家　章　著
雇用問題を考える 大竹文雄　著
裁判を受ける権利と司法制度 片山智彦　著
三角縁神獣鏡の研究 福永伸哉　著
産業再生と企業経営 淺田孝幸　編
自然と詩心の運動 宮川清司　著
自然のしくみと人間の知恵 大阪大学基礎工学部　編
自治体行政と政策の優先順位づけ 佐藤　徹　著
社会と大学は連携から「融合」へ 阪大フロンティア研究機構　編
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熟練技能の継承と科学技術 村川英一　著
情報化時代の歯科医療 前田芳信　編
初級中国語 小門典夫，深澤一幸　著
触媒作用 今中利信　著
書芸術の地平 萱のり子　著

［第4版］新ウェルネス栄養学 西原　力　編
新・行動と脳 俣野彰三，遠山正彌，塩坂貞夫　編
新国連論 神余隆博　著
生物学が変わる！ 倉光成紀，増井良治，中川紀子　著
生命歯科医学のカッティング・エッジ 米田俊之　編
性を管理する帝国 林　葉子　著
赤外レーザー医工学 粟津邦男　著
セルビア語読解入門 百瀬亮司　著／大阪大学世界言語研究センター　監修
先進放射線利用 飯田敏行　監修
先端歯科医学の創生 浜田茂幸，米田俊之　編

ソヴィエト後の中央アジア ジュリボイ・エルタザロフ 著／藤家洋昭 監訳／小松　格，
吉村大樹 翻訳／大阪大学世界言語研究センター 監修

素粒子と原子核を見る 高杉英一　編
大学改革とナノテクノロジーの未来 阪大フロンティア研究機構　編
大学を変えた人間力プロジェクト“C” 大阪大学工学部 大阪大学工学研究科事務部　編
対話の場をデザインする 八木絵香　著
多国籍企業の法的規制と責任 田中美穂　著
ターミナルケアとホスピス 柏木哲夫　著
タンパク質の姿、形とその働き 月原冨武，酒井宏明　著
地球総合工学入門 大阪大学地球総合工学入門編集委員会　編
知のジムナスティックス 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）　編
地方分権化への挑戦 齊藤　愼　編
中国語のアスペクトとモダリティ 劉　綺紋　著
適塾の謎 芝　哲夫　著
テマ反乱とビザンツ帝国 中谷功治　著
電子取引と法 平田健治　著
独占禁止法と経済学 荒井弘毅　著
トータル・イングリッシュ 杉田米行　編
渡米移民の教育 横田睦子　著
ドミニク・ペロー Would you like to wrap it? 大阪大学建築工学コース　編
内科医のための心臓移植ハンドブック 堀　正二，松田　暉　監修／是恒之宏　編集
日本経済のマクロ分析 新開陽一　著
日本産業の構造変革 橋本介三，小林伸生，中川幾郎　著
日本人留学生のアイデンティティ変容 末弘美樹　著
日本政治 多胡圭一　編
日本昔話の構造と語り手 川森博司　著
能苑逍遥（上）　世阿弥を歩く 天野文雄　著
能苑逍遥（下）　能の歴史を歩く 天野文雄　著
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脳の神秘を探る 村上富士夫，藤田一郎，倉橋　隆　著
ハウサ語基礎文法 塩田勝彦　著／大阪大学世界言語研究センター　監修
幕藩制社会の展開と米穀市場 本城正徳　著
幕末国学の諸相 桑原　恵　著
パストゥール　ビールの研究 Louis Pasteur 著／齋藤日向 監修／竹田正一郎，北畠克顕 共訳
遥かなる目的地 ベアトリス・M・ボダルト＝ベイリー，デレク・マサレラ 編／中　直一，小林早百合 訳
ハワイ音楽 内﨑以佐美　著
阪神・淡路大震災における避難所の研究 柏原士郎，上野　淳，森田孝夫　編著
阪大経済学アラカルト 大阪大学経済学部創設50周年記念事業委員会　編
被害地震の揺れに迫る 秦　吉弥，野津　厚
一目でわかる先端化学の基礎 野村正勝，小松満男，町田憲一　編
ひとり親家庭を支援するために 神原文子 編著／NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西
病気のバイオサイエンス 大阪大学微生物病研究所　編
ピリジルアミノ化による糖鎖解析 長谷純宏　編著
疲労き裂 城野政弘，宋　智弘　著
不確実・不確定性の数理 石井博昭，森田　浩，齋藤誠慈　著
福沢諭吉と写真屋の娘 中崎昌雄　著
夫源病 石蔵文信　著
プラズマ原子分子過程ハンドブック 浜口智志，村上　泉，加藤太治，プラズマ・核融合学会　編
ブラッセル条約とイングランド裁判所 岡野祐子　著
フランス演劇から見た女性の世紀 赤木富美子　著
フランスの子ども絵本史 石澤小枝子，高岡厚子，竹田順子，中川亜沙美　著
ベトナム語司法通訳翻訳ハンドブック チャン ティ ヒエン　著／大阪大学グローバルコラボレーションセンター　監修
変貌する現代の家族と法 松川正毅　著
骨はどのようにしてできるか 鈴木不二男　著
ボランティアの知 渥美公秀　著
ポンプの流体力学 C.E Brennen 著／辻本良信　訳
学びに成功する「よい授業」とはなにか． 大阪大学大学院工学研究科原子力工学専攻　編
身近になるロボット 白井良明，浅田　稔　著
魅力ある授業のために 大阪大学大学教育実践センター　編
文書館用語集 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会　監修
ヤン・ファン・エイク 小林典子　著
幽微の探究 鬼原俊枝　著
よみがえる適塾 梅溪　昇，芝　哲夫　著
リスク意思決定論 谷口武俊　著／「環境リスク管理のための人材養成」プログラム　編

リスクコミュニケーション論 平川秀幸，土屋智子，土田昭司　著／「環境リスク管理
のための人材養成」プログラム　編

量子の世界 江尻宏泰，櫛田孝司　編
リン資源枯渇危機とはなにか 大竹久夫　編著
臨床医工学スキルアップ講座 春名正光，八木哲也，田中正夫，明石　満　編／倉智嘉久　監修
臨床試験の統計的エッセンス 濱崎俊光　編／倉智嘉久　監修
レーザー核融合 中井貞雄　著
ロボット演劇 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）　編



122 123

品
切
図
書
一
覧

ロボット・身体・テクノロジー 檜垣立哉　編
Approaches to Style and Discourse in English 渡部眞一郎，Risto Hiltunen　著
Communication-Design 1, 2, 3 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）　編
Frontiers of Basic Science 高部英明，Nguyen Hoang Luong，大貫惇睦　著
Gender and Japanese History （Vol.1・2） 脇田晴子，Anne Bouchy，上野千鶴子　著
Orthodontics in the 21st Century Kenji Takada，William R. Proffit　著
Pour une approche communicative 
dans l'enseignement du français au Japon Agnès Disson　著

Structural Colors in Biological Systems 木下修一，吉岡伸也　編
The Formation of the Canon of Nō Gerry Yokota-Murakami　著
The Gender Politics of War Memory 牟田和恵，山本ベバリーアン　著
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あ
アーカイブ基礎資料集 9
アーカイブ事典 品切
アーカイブズとアーキビスト 56
アーカイブ・ボランティア 50
ああ、誰がシャガールを理解したでしょうか？ 32
アートエリアB1 5周年記念記録集 上方遊歩46景 品切
アーミッシュキルトを訪ねて iv
アイスキュロスと世阿弥のドラマトゥルギー 品切
〈あいだ〉に生きる 69
「間」に生起する自閉症スペクトラム 43
赤ちゃん審査会というメディア・イベント iii
アジア太平洋経済圏の興隆 品切
新しい公共と市民社会の定量分析 84
新しい超伝導を求めて 品切
新しい光の科学 品切
アヌレンの化学 品切
アメリカ映画に現れた日本イメージの変遷 品切
アメリカ国際私法・国際取引法判例研究 75
アメリカ国際私法の基礎理論 品切
アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ 53
アメリカにおける公用収用と財産権 74
アメリカ文化のサプリメント 8
争う ii
アラビア語 29
アラビア語パレスチナ方言入門 品切
アリストテレス「詩学」の研究（上）（下） 品切
アリスのことば学 22
アリスのことば学2 24
ESP的バイリンガルを目指して 16
医学がヒーローであった頃 102
異説・日本近代文学 7
イタリア語 26
イタリアにおける刑事手続改革と参審制度 76
遺伝子は命を救う 品切
いのちの不思議 品切
命をつなぐ 品切
異文化の交流 品切
移民が移民を考える v

医療技術と器具の社会史 46
医療通訳士という仕事 19
医療と経済 86
飲酒／禁酒の物語学 品切
隕石でわかる宇宙惑星科学 88
インターネットがもたらすマルチメディア社会 品切
インドネシア語 28
インドネシア上演芸術の世界 35
インドネシア・バリ社会における 二言語使用 18
ウイグル文契約文書集成 57
上田秋成 8
ウェルビーイングを実現する学力保障 43
失われた風景を求めて 97
ウズベク語文法・会話入門 品切
宇宙の研究開発利用の歴史 iv
うまくやれる工学のアクティブラーニングOJE 42
海と陸との環境共生学 95
海を渡った人形使節 72
永遠のロマンチシズム 品切
映画「大大阪観光」の世界 58
映画に見る日米相互イメージの変容 34
英語小説にみる「村」のなかのインド 7
英語リフレッシュ講座 品切
エクセルギーデザイン学の理解と応用 98
エクリチュールの冒険 品切
越境する想像力 9
江戸時代の親孝行 112
NPO政策の理論と展開 品切
NPOの時代 品切
扇のなかの中世都市 31
大阪大学外国語学部　世界の言語シリーズ17
アラビア語別冊 29

大阪大学経済学部50年史 品切
大阪大学とともに歩んで 108
大阪大学の歴史 108
大阪大学発！ときめきサイエンス 品切
大阪大学歴代総長餘芳 108
大阪帝国大学創立史 品切
大阪とくすり 品切

書名索引
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大津事件考 品切
緒方洪庵と適塾 品切
新版　緒方洪庵と適塾 品切
緒方洪庵の薬箱研究 107
オランダ植民地体制下ジャワにおける宗教運動 64
織物からアパレルへ 83
オルタナティブ・ジャスティス 75
女たちの満洲 65

か
開港期朝鮮の戦略的外交 67
外国語習得に成功する学習プロセス 25
外国人介護士と働くための異文化理解 iii
外国人の就学と不就学 品切
外国にルーツをもつ子どものバイリンガル読書力 42
介護サービスと市場原理 ii
海上阻止活動の法的諸相 76
〔増補改訂版〕懐徳堂事典 114
懐徳堂儒学の研究 114
懐徳堂朱子学の研究 品切
懐徳堂とその人びと 111
《図録》懐徳堂―浪華の学問所 111
懐徳堂の至宝 114
懐徳堂の歴史を読む 112
懐徳堂ゆかりの絵画 113
ガイドブック　国際関係論 品切
科学技術と人間のかかわり（Ⅰ），（Ⅱ） 品切
かかわりあいの人類学 iv
かきつばた 品切
格差をこえる学校づくり 39
学生・技術者育成の研修システム 品切
学力格差を克服する学校文化 i
［新装版］学歴社会のローカル・トラック 53
かたちある生 2
語られなかったアメリカ市民権運動史 67
学校英語教育のコミュニケーション論 27
学校再生の可能性 品切
家庭内暴力 78
カティリーナの陰謀 59
カナダ・イヌイトの民族誌 64
金森順次郎第13代大阪大学総長回顧録 109
カリブ海に浮かぶ島トリニダード・トバゴ 61
漢学と洋学 品切
環境と化学物質 品切
環境リスク評価論 品切

関係人口の社会学 55
韓国語ソウル方言の平音・激音・濃音の研究 23
関西・ことばの動態 品切
感じる 54
感染症研究のいま 品切
漢方がみちびく心と体のレジリエンス（回復力） 107
漢方今昔物語 105
簡明ウズベク語辞典 26
簡明ウズベク語文法 21
記憶の劇場 109
聞き手はいつあいづちを打つのか 26
企業活動における知的財産 品切
岸田理生の劇世界 36
岸本忠三第14代大阪大学総長回顧録 109
奇想天外だから史実 66
技能実習生と日本語教育 30
基本権保障の憲法理論 品切
キャンパスに咲く花　阪大吹田編 88
キャンパスに咲く花　阪大豊中編 88
究極の物づくり 品切
教育社会学への招待 38
教育／福祉という舞台 40
競合するジャスティス 47
共進化する現代中国研究 63
共生学が創る世界 51
共生学宣言 55
共生社会のアトリエ 56
巨大絶滅動物　マチカネワニ化石 88
近現代東アジアの地域秩序と日本 80
近世江戸商業史の研究 63
近世広域支配の研究 品切
近世後期都市政策の研究 品切
近世幕府農政史の研究 62
近世武家地の住民と屋敷管理 58
近世ベトナムの政治と社会 70
近代大阪経済史 82
近代大阪の工業教育 84
近代大阪の小学校建築史 100
近代大阪の乳児死亡と社会事業 50
近代市制と都市名望家 品切
近代中国を生きた日系企業 品切
近代日本と中国の装いの交流史 72
近代日本における勧解・調停 vi
近代日本における企業家の諸系譜 品切
近代日本の海外地理情報収集と初期外邦図 67
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近代日本の行政争訟制度 v
近代日本の司法省と裁判官 75
近代日本の地図作製とアジア太平洋地域 59
近代日本のハンセン病問題と地域社会 品切
近代日本の未成年者処遇制度 品切
近代東アジア土地調査事業研究 品切
金融工学 品切
暗闇への探究 4
グローバル社会のコミュニティ防災 48
グローバル人間学の世界 品切
グローバルヒストリーから考える新しい大学歴史教育 70
グローバルヒストリーと戦争 66
グローバルヒストリーと帝国 63
軍縮をどう進めるか 品切
計算科学のためのHPC技術1 100
計算科学のためのHPC技術2 101
計算機マテリアルデザイン入門 96
芸術と脳 33
芸術と福祉 31
経部引用書から見た「說文解字繋傳」注釈考 64
下痢、ストレスは腸にくる 品切
元好問とその時代 13
言語文化学概論 品切
言語文化学への招待 品切
原子力発電世論の力学 53
現代イランの俗信 71
現代英語の等位構造 品切
現代社会と科学技術 品切
現代数学序説（Ⅰ），（Ⅱ），（Ⅲ） 品切
現代スペインの劇作家アントニオ・ブエロ・バリェホ 35
现代汉语语法研究 25
現代哲学の基礎概念 品切
現代能楽講義 品切
現代ロシア人の意識構造 品切
建築計画読本 品切
「元典章」が語ること 11
洪庵のくすり箱 111
高温材料プロセスにおける熱移動の基礎と
ケーススタディーMetallurgical Heat Transfer 100

高温材料プロセスにおける物質移動の基礎と
ケーススタディーMetallurgical Mass Transfer 99

工学系の数学解析 99
公共経営学入門 85
咬合・咀嚼が創る健康長寿 品切
黄砂の越境マネジメント 87

皇帝のいる文学史 10
鴻池幸武文楽批評集成 36
鉱物 90
公文書をアーカイブする 12
こう読めば面白い！フランス流日本文学 11
越える・超える 56
国際家族法の理論 品切
国際企業買収概論 品切
国際金融法概論 品切
国際公共政策学入門 品切
国際交流フォーラム 近代の大阪 品切
［新版］国際私法・国際取引判例研究 品切
国際水路の非航行的利用に関する基本原則 79
国際・未来医療学 106
国際民事証拠共助法の研究 品切
心と身体のあいだ 6
心の城 10
固体高分子形燃料電池要素材料・
水素貯蔵材料の知的設計 96

古代語の謎を解く 16
古代語の謎を解くII 24
［新装版］古代中国の犬文化 71
言葉の壁を越える 76
こどものてつがく 5
古墳時代史の展開と東北社会 品切
古墳時代に魅せられて 69
古墳時代の葬制秩序と政治権力 v
古墳時代の埋葬原理と親族構造 品切
コミュニケーションの日米比較 14
雇用と結婚・出産・子育て支援の経済学 86
雇用問題を考える 品切
コンフリクトから問う 47
コンフリクトと移民 47
コンフリクトの人文学　第1号 46
コンフリクトの人文学　第2号 46
コンフリクトの人文学　第3号 47
コンフリクトの人文学　第4号 48
コンフリクトの人文学　第5号 48
コンフリクトのなかの芸術と表現 48

さ
裁判員裁判時代の法廷通訳人 77
裁判を受ける権利と司法制度 品切
鎖国時代海を渡った日本図 70
佐治敬三“百面相”大阪が生んだ稀代の経営者 87
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サステイナビリティ・サイエンスを拓く 97
サッカーボールひとつで社会を変える 49
三角縁神獣鏡の研究 品切
産業再生と企業経営 品切
私営公益事業と都市経営の歴史 84
［改訂版］ジェンダー・スタディーズ 50
ジェンダーの比較法史学 74
歯科補綴学模型実習マニュアル　改訂第2版 107
思考ツールを利用した日本語ライティング 24
自己陶冶と公的討論 5
歯周病なんか怖くない 106
市場化のなかの北欧諸国と日本の介護 52
地震・火山や生物でわかる地球の科学 89
自然と詩心の運動 品切
自然のしくみと人間の知恵 品切
自治体行政と政策の優先順位づけ 品切
実践細胞診テキスト〔改訂版〕 vi
市民大学の誕生 113
市民のための世界史 65
市民のための歴史学 iv
事務管理の構造・機能を考える 77
社会と大学は連携から「融合」へ 品切
若年非正規雇用の社会学 46
写真家 星野道夫が問い続けた「人間と自然の関わり」 37
写真でつづるニホンザルの暮らしと心 90
集積回路工学概論 95
自由の共有と公共政策 79
授業づくりハンドブック　ロシア語 15
熟練技能の継承と科学技術 品切
出産・子育てのナラティブ分析 23
主婦になったパリのブルジョワ女性たち 59
城下町大坂 58
小説家、織田作之助 12
小児の歯科治療 102
情報化時代の歯科医療 品切
証明の探究〔増補版〕 93
証明の探究　高校編！ 92
初級中国語 品切
改訂版　食中毒学入門 103
触媒作用 品切
植民暴力の記憶と日本人 68
書芸術の地平 品切
書状（その二）その他文書 （附）適塾姓名録 vii
試練と成熟 2
［第4版］新ウェルネス栄養学 品切

人権への権利 4
新・行動と脳 品切
人工妊娠中絶をめぐる心のケア ii
新国連論 品切
清代回疆社会経済史研究 iii
身体感覚の旅 4
清代珠江デルタ図甲制の研究 69
〈しんどい学校〉の教員文化 43
スウェーデン語 23
スウェーデンにみる高齢者介護の供給と編成 49
図像のちからと言葉のちから 7
ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン 104
スペイン語　改訂版 22
スポーツで蒔く平和の種 55
墨の道　印の宇宙 112
住む・棲む iii
スワヒリ語 16
世阿弥を学び、世阿弥に学ぶ 35
政策形成のためのライフサイクル・コスティング 83
精神と光彩の画家　中村貞夫 36
生成される平和の民族誌 72
生成文法の展開 15
生物学が変わる！ 品切
生命歯科医学のカッティング・エッジ 品切
生命と倫理の原理論 2
西洋文学 8
性を管理する帝国 品切
赤外レーザー医工学 品切
セルビア語読解入門 品切
セルフメディケーションのためのくすりの話 103
戦後大阪のアヴァンギャルド芸術 33
戦国秦漢簡牘の思想史的研究 65
先進放射線利用 品切
先端歯科医学の創生 品切
「前段の司法」とその担い手をめぐる比較法史研究 79
前頭葉性認知障害をもつ人の談話分析 103
専門日本語ライティング教育 20
ソヴィエト後の中央アジア 品切
想創技術社会 100
相対論的多体系としての原子核 91
続・対話の場をデザインする 52
ソクラティク・ダイアローグ 5
素粒子と原子核を見る 品切
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た
大学アーカイブズの世界 63
大学改革とナノテクノロジーの未来 品切
大学を変えた人間力プロジェクト“C” 品切
体験型ワークで学ぶ教育相談 40
体言化理論と言語分析 29
タイ語 20
対抗文化史 73
対人関係構築プロセスの会話分析 22
太陽光が育くむ地球のエネルギー 97
対話で創るこれからの「大学」 42
対話の場をデザインする 品切
台湾華語 30
多言語社会ルクセンブルクの国民意識と言語 22
多元性の都市イスタンブル 68
多国籍企業の法的規制と責任 品切
助ける 54
「正しい」イスラームをめぐるダイナミズム 67
立原道造　風景の建築 12
［新装版］脱・日本語なまり 28
多文化共生の医療社会学 52
食べる 52
ターミナルケアとホスピス 品切
探索的コーパス言語学 27
タンパク質の姿、形とその働き 品切
「力のある学校」の探究 38
地球温暖化の経済学 45
地球人として誇れる日本をめざして 74
地球総合工学入門 品切
竹簡学 3
知財インテリジェンス 83
知のジムナスティックス 品切
地方分権化への挑戦 品切
中国語 16
中国語のアスペクトとモダリティ 品切
中国先史集落の考古地理学研究 62
中国の開放経済と日本企業 82
中世盛期北フランスの諸候権力 72
中世大越国家の成立と変容 61
超越論的語用論の再検討 4
超音波による非破壊材料評価の基礎 101
超高齢社会は高齢者が支える 45
超精密加工と表面科学 99
通じる！ 科学英語論文・ライティングのコツ 89
〈つながり〉を創り出す術 43

抵抗変化メモリの知的材料設計 98
帝国日本の移動と動員 68
帝国日本の統治法 81
データで読み解く被災地観光の可能性 86
写真集　適塾アーカイブ 111
適塾の謎 品切
哲学カフェのつくりかた 3
哲学対話と教育 6
テマ反乱とビザンツ帝国 品切
電子取引と法 品切
デンマーク語 20
ドイツ現代史探訪 61
ドイツ語初級 14
ドイツ文化史への招待 57
どうして高校生が数学を学ばなければならないの？ 42
東洋のマンチェスターから大大阪へ 60
ドーナツを穴だけ残して食べる方法 3
ドキュメント臨床哲学 1
独占禁止法と経済学 品切
トータル・イングリッシュ 品切
渡米移民の教育 品切
とまどう男たち―生き方編 50
とまどう男たち―死に方編 51
ドミニク・ペロー Would you like to wrap it? 品切
富の共有と公共政策 78
トルコ語 29

な
内科医のための心臓移植ハンドブック 品切
鉛フリーはんだ付け入門 98
「なる」構文の多義性とそのメカニズム 27
ニーチェの歴史思想 1
21世紀を担うクリーンコールテクノロジー 95
日米の医療 102
日記　書状（その一） 113
日系移民社会における言語接触のダイナミズム 21
日本型法治主義を超えて 78
日本企業における「和」の機能 83
日本経済のマクロ分析 品切
［改訂版］日本語教育学の歩き方 27
日本国憲法を考える　第４版 vi
日本古代国家の形成過程と対外交流 65
日本語の統語的原理 21
日本産業の構造変革 品切
日本人留学生のアイデンティティ変容 品切
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日本政治 品切
日本の流通・サービス産業 85
日本文学　二重の顔 7
日本昔話の構造と語り手 品切
日本留学のエスノグラフィー 41
日本を彩る香りの記憶 69
ねえねえはかせ、かぐや姫はどうやって月に帰ったの？ 90
ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの？ 89
ねえねえはかせ、
ぼくたちはどうやって免疫に守られてるの vi

猫に紅茶を 57
［新版］熱力学 97
能苑逍遥（下）　能の歴史を歩く 品切
能苑逍遥（上）　世阿弥を歩く 品切
能苑逍遥（中）　能という演劇を歩く 32
脳の神秘を探る 品切
野中古墳と「倭の五王」の時代 64

は
排除する社会・排除に抗する学校 39
ハイデガー 1
ハウサ語基礎文法 品切
幕藩制社会の展開と米穀市場 品切
幕末国学の諸相 品切
幕末鼓笛隊 62
パスカルと身体の生 3
パストゥール　ビールの研究 品切
発達障害の子どもの理解と関わり方入門 39
発話冒頭における言語要素の語順と相互行為 25
遥かなる目的地 品切
バルトークの民俗音楽編曲 33
ハワイ音楽 品切
ハンガリー語 19
阪神・淡路大震災における避難所の研究 品切
阪大経済学アラカルト 品切
ピアノはいつピアノになったか？ 31
被害地震の揺れに迫る 品切
東アジア新世紀 85
東アジアのナショナリズムと近代 61
東日本大震災と災害ボランティア 56
光ってなに？ 92
ビスフォスフォネートの有用性と顎骨壊死 102
一目でわかる先端化学の基礎 品切
ひとり親家庭を支援するために 品切
病気のバイオサイエンス 品切

屛風をひらくとき 34
漂流の演劇 36
ピリジルアミノ化による糖鎖解析 品切
ビルマ古典歌謡におけるジャンル形成 32
疲労き裂 品切
フィリピン・カトリック教会の政治関与 6
フィリピン語 18
不確実な世界に生きる難民 71
不確実・不確定性の数理 品切
武器と弥生社会 60
福沢諭吉と写真屋の娘 品切
武家屋敷の春と秋 31
夫源病 品切
扶氏経験遺訓（上・下） 113
復興のための記憶論 55
物質化学100問集 93
物性物理100問集 92
［第五版］物理学実験 94
物理学への誘い 91
不透明の彼方の作家ケジラハビ i
船　この巨大で力強い輸送システム 96
プラズマ原子分子過程ハンドブック 品切
ブラッセル条約とイングランド裁判所 品切
フランスCNEによる大学評価の研究 39
フランス演劇から見た女性の世紀 品切
フランス児童文学のファンタジー 8
フランスの歌いつがれる子ども歌 11
フランスの子ども絵本史 品切
フランス表象文化史 32
プルースト　受容と創造 6
プレスの自由と検閲・政治・ジェンダー 81
フローベール研究 9
分散化時代の政策調整 81
分断社会と若者の今 53
平和研究入門 49
平和の共有と公共政策 76
ベトナム語 17
ベトナム語司法通訳翻訳ハンドブック 品切
ヘラクレスは繰り返し現われる 9
ベルギーの言語政策　方言と公用語 17
ペルシア語 28
ベルリン・歴史の旅 60
変貌する現代の家族と法 品切
ヘンリー・A・ウォーレス 80
放射線の生体影響と物理 94
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法と紛争解決の実証分析 75
法務通訳翻訳という仕事 74
暴力の政治民族誌 71
北欧ケアの思想的基盤を掘り起こす 5
保健・医療・介護における財源と給付の経済学 85
母語をなくさない日本語教育は可能か 26
骨はどのようにしてできるか 品切
ボランティアの知 品切
ポルトガル語 23
ほんとうのトコロ、認知症ってなに？ 106
ポンプの流体力学 品切

ま
マインド・ザ・ギャップ！ 41
待兼山少年 108
街に拓く大学 109
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学ぶ・教える 54
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緑の交通政策と市民参加 77
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魅力ある授業のために２ 38
「見る科学」の歴史 112
民事訴訟における法人でない団体の地位 77
民衆たちの嘆願 v
みんなの体をまもる免疫学のはなし 106
むかしの家に学ぶ 51
「めづらし」の詩学 12
メラニン色素の生合成 101
メルロ＝ポンティの空間論 2
模索するロシア帝国 79
ものづくり上方“酒”ばなし 62
森野旧薬園と松山本草 103
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幽微の探究 品切
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湯川秀樹 量子力学序説 94
輸送現象論 95
ヨーゼフ・ラスカと宝塚交響楽団 33
ヨーロッパ・ことばと文化 49
よみがえる適塾 品切
ヨルバ語入門 17
47都道府県の地方自治 80
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ライティング・スピーキングも怖くないIELTS完全対策 24
礼服 66
実況・料理生物学 91
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「羅生門」の世界と芥川文学 11
理系研究者からの知見に基づく
科学技術英語プレゼンテーション指導法 44

理系の言葉 89
理工系の量子力学 93
リスク意思決定論 品切
リスクコミュニケーション論 品切
リスク社会を生きる若者たち 40
リスクマネジメント・システム 45
リフレクティブ・ダイアローグ i
量子の世界 品切
リン資源枯渇危機とはなにか 品切
臨床医工学スキルアップ講座 品切
臨床試験の統計的エッセンス 品切
臨床実習のための画像診断入門 104
レーザー核融合 品切
レーザーとプラズマと粒子ビーム 98
歴史学のフロンティア 58
レジリエント・ヘルスケア 104
レット症候群診療ガイドブック 105
「盧溝橋事件記念日」をめぐる日本と中国 68
ロシア　祈りの大地 1
ロシア語 18
ロシア語を学んで，ロシアを知ろう　初級 15
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ロボット演劇 品切
ロボットからヒトを識る 101
ロボット・身体・テクノロジー 品切
論文作成のための文章力向上プログラム 19
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ワーク・ライフ・バランスを実現する職場 86
わかる歴史・面白い歴史・役に立つ歴史 59

A-Z
Academic Topics for Listening Practice 15
Affine Algebraic Geometry 91
A Handbook for Enhancing English-Medium
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Approaches to Style and Discourse in English
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A Study on Metaphorical Evaluation in Written Texts
from a Perspective of Cognitive Linguistics 20

Bending the Archwire 105
Causal Relations and Clause Linkage 14
Communication-Design 1, 2, 3 品切
Credit Risk Modeling 82
Dynamics of��Cultures and Systems��in the
Pacific Rim 45

Emergent Bilinguals and Educational Challenges
at Pubulic Schools in Japan i

Essais sur la poésie française de l’extrême
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EXPO’70 大阪万博の記憶とアート 37
Fortran90/95による実践プログラミング 99
Frontiers of Basic Science 品切
Gender and Japanese History（Vol.1・2） 品切
Indonesian Cross-gender Dancer Didik Nini
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Lectures on Japanese Law from a Comparative
Perspective 78

Let’s Learn! Engineering English for Practical
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Monetary Utility Functions 84
Nonaka Kofun and the Age of the Five Kings of
Wa 66

Orthodontics in the 21st Century 品切

Portfolio Optimization and Risk Management via
Stochastic Programming 82

Pour une approche communicative dans
l'enseignement du français au Japon 品切

Recent Topics in Environmental
Psychoacoustics 38

Social Mentality in Contemporary Japan 51
Structural Colors in Biological Systems 品切
The Formation of Genre in Burmese Classical
Songs 34

The Formation of the Canon of Nō 品切
The Gender Politics of War Memory 品切
The Island of St. Nicholas 60
〔新版〕Und du? 18
Virtual Japanese 25
Why Is Public Expenditure on Education in
Japan Low? 41
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石蔵文信 54, 120, 122
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石田慎一郎 47, 75
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石橋　隆 90
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今中利信 121
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ウィンター，ハロルド 80
上嶋英機 95
上田新也 70
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江口太郎 88
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「エネルギーの尺度を見直そう」
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榎本剛士 27
エルタザロフ，ジュリボイ
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老松克博 6
區　建英 61
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大上正直 18
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大木道則 93
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