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大阪大学出版会
2020年 新規配信タイトル
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
¥6,490
9784872596168

著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2020
¥14,080
1031853773

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。

模索するロシア帝国 ―大いなる非西欧国家の一九世紀末―
竹中 浩
¥13,640
9784872596878

著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2019
¥29,480
1031853774

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。

日本を彩る香りの記憶 （阪大リーブル 68）
内野 花
¥4,400
9784872596366

著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2019
¥9,240
1032379064

軽やかな筆致で描かれる、香りと歴史。歴史上の人物、文学のなかの人々が、生活のなかで欠かせなかった香りを、いかに
駆使してさまざまなシーンを彩ってきたのか。仏教、香木、薫物、薬、香水、色の匂いなど、多様なエピソードで紹介。

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
¥16,170
9784872596977

著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2020
¥34,100
1032379065

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。

好評配信中タイトル
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 著
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
商品コード

2019年発行
¥15,950
¥36,300
9784872596175
1030884448

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。

● 表示価格は税抜きです。

分断社会と若者の今
吉川 徹 著
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
商品コード

2019年発行
¥7,150
¥15,400
9784872596793
1030884449

若者は本当に保守化したのか。本当に生活満足度は高いのか。自分を肯定する若者は多
いのか。現状を肯定するようになっているのだろうか。「若者論」で時に印象論として語られ
るこれらの事柄は、すでに豊かになった今の日本社会で、若者たちが革新を求めず、現状
を肯定するようになったことのあらわれとして捉えられ、広い意味で若者が保守化したという
言説にも結びつけられている。本書では、大規模社会調査データに基づき、若者の「今」を
客観的に描き出す。
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冊子版ISBN

同時1アクセス
(本体)

同時3アクセス
(本体)

商品コード

失われた風景を求めて ―災害と復興、そして景観―（阪大リーブル 6）

鳴海 邦碩

2008

9784872592399

¥4,620

¥8,470 1025725274

古代語の謎を解く 1 （阪大リーブル 021）

蜂矢 真郷

2010

9784872593051

¥5,830

¥11,000 1028487771

松田 武

2010

9784872593068

¥4,620

¥8,470 1025725275

平田 達治

2010

9784872593082

¥5,610

¥10,450 1025725289

下痢、ストレスは腸にくる （阪大リーブル 026）

石藏 文信

2011

9784872593105

¥3,300

¥6,160 1025725290

セルフメディケーションのためのくすりの話 （阪大リーブル 27）

那須 正夫

2011

9784872593099

¥2,750

¥5,170 1025725292

格差をこえる学校づくり ―関西の挑戦―（阪大リーブル 28）

志水 宏吉

2011

9784872593112

¥5,060

¥9,460 1025725276

実況 (ライブ)・料理生物学 （阪大リーブル 30）

小倉 明彦

2011

9784872593136

¥4,290

¥8,030 1025725294

夫源病 ―こんなアタシに誰がした―（阪大リーブル 31）
ひとり親家庭を支援するために ―その現実から支援策を学ぶ―
（阪大リーブル 35）
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―
（阪大リーブル 36）
若年非正規雇用の社会学 ―階層・ジェンダー・グローバル化―
（大阪大学新世紀レクチャー）

石藏 文信

2011

9784872593143

¥3,300

¥6,380 1018939443

神原 文子

2012

9784872593174

¥4,950

¥9,350 1025020404

玉井 誠一郎

2012

9784872593181

¥5,280

¥10,120 1018939448

太郎丸 博

2009

9784872592900

¥5,280

¥9,900 1025725285

アメリカ国際私法・国際取引法判例研究 （大阪大学新世紀レクチャー）

松岡 博

2010

9784872592948

¥8,910

¥16,500 1025725287

計算機マテリアルデザイン入門 （大阪大学新世紀レクチャー）

笠井 秀明

2005

9784872591521

¥6,380

¥11,880 1025725280

笠井 秀明

2008

9784872592542

¥4,290

¥8,030 1025725282

野澤 和男

2006

9784872591552

¥6,600

¥12,320 1025725281

吉川 徹

2016

9784872595468

¥3,520

¥10,560 1022212616

中澤 渉

2016

9784872595475

¥4,620

¥13,860 1022212615

高橋 照彦

2016

9784872595499

¥8,800

¥26,400 1024022218

新しい公共と市民社会の定量分析

柗永 佳甫

2012

9784872593969

¥7,590

¥14,190 1025725278

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

2011

9784872593839

¥9,350

¥17,490 1025725277

ガイドブック国際関係論

竹内 俊隆

2008

9784872591699

¥5,060

¥9,460 1025725283

Lectures on Japanese law from a comparative perspective

Luis Pedriza

2017

9784872596052

¥7,590

¥15,950 1028487773

多国籍企業の法的規制と責任

田中 美穂

2005

9784872591866

¥12,100

¥22,220 1025725271

渡米移民の教育 ―栞で読む日本人移民社会―

横田 睦子

2003

9784872591767

¥14,850

¥27,500 1025725269

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

2010

9784872593723

¥5,060

¥9,460 1025725288

大阪とくすり

米田 該典

2002

9784872590814

¥3,850

¥7,150 1025725268

洪庵のくすり箱

米田 該典

2001

9784872590722

¥3,850

¥7,150 1025725267

理系の言葉 ―微小量の魅力―

土岐 博

2015

9784872594928

¥3,520

¥6,600 1022212612

証明の探究高校編! ―コミック―

日比 孝之

2014

9784872594713

¥3,300

¥6,270 1022212614

光ってなに? ―光の場と光量子との物理―

北川 米喜

2013

9784872594638

¥7,370

¥14,300 1018939446

レーザーとプラズマと粒子ビーム

小方 厚

2012

9784872594065

¥8,690

¥16,500 1018939445

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

2011

9784872593907

¥5,280

¥10,120 1018939444

適塾の謎

芝 哲夫

2005

9784872591927

¥3,850

¥7,150 1025725273

大阪帝国大学創立史 復刻版

西尾 幾治

2004

9784872591804

¥7,590

¥14,190 1025725270

アラビア語パレスチナ方言入門

依田 純和

2011

9784872593792

¥9,900

¥18,480 1025725293

ベルギーの言語政策方言と公用語

石部 尚登

2011

9784872593761

¥15,730

¥29,700 1025725291

古墳時代の埋葬原理と親族構造

清家 章

2010

9784872593563

¥15,180

¥28,380 1025725286

市民のための世界史

大阪大学歴史教育
研究会

2014

9784872594690

¥4,950

¥9,350 1022212613

中国先史集落の考古地理学研究

王 妙發

2012

9784872593983

¥20,900

¥39,600 1022212611

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

2009

9784872592665

¥19,250

¥35,970 1025725284

鉛フリーはんだ付け入門

菅沼 克昭

2013

9784872594515

¥6,600

¥12,100 1018939447

エクセルギーデザイン学の理解と応用 ―続熱管理士教本―

「エネルギーの尺度を
見直そう」製作委員会

2012

9784872594140

¥4,510

¥9,460 1028487772

近世江戸商業史の研究

賀川 隆行

2012

9784872593921

¥14,190

¥26,510 1025725279

古代中国の犬文化 ―食用と祭祀を中心に―

桂 小蘭

2005

9784872591880

¥15,180

¥28,380 1025725272

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―（阪大リーブル 022）
ベルリン・歴史の旅 ―都市空間に刻まれた変容の歴史―
（阪大リーブル 025）

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
（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 1）
船 ―この巨大で力強い輸送システム : 船の世界史を知って現代の船を
理解する本―（大阪大学新世紀レクチャー）
Social mentality in contemporary Japan
―quantitative social consciousness studies―
（Osaka University humanities and social sciences series）
Why is public expenditure on education in Japan low ?
―re-examining the public function of education―
（Osaka University humanities and social sciences series）
Nonaka Kofun and the age of the five kings of Wa
―the government and military of 5th-century Japan―
（Osaka University humanities and social sciences series）

● 表示価格は税抜きです。
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