大阪大学出版会
2022 年度 日本教育学会第 81 回大会
会

オンライン特別割引のご案内

全品 20％OFF
開催期間

2022 年 8/15（月）〜 8/31（ 水 ）

注文方法① 当会公式サイトから
https://www.osaka-up.or.jp/
ご希望の書籍を「ショッピングカート」に入れて、
購入画面へお進みください。
ご注文者情報の「備考欄」に、
「2022 年度日本教育学会特別割引」
と記載の上、お申し込みください。

注文方法② E メールから
eigyo@osaka-up.or.jp
件名を「2022 年度日本教育学会特別割引」と
して、
「お名前」
「ご住所」
「お電話番号」
「ご注文
内容」をご記入の上、お申し込みください。
【特別割引】
上記の方法にて当会への直接ご注文の場合のみ、
特別価格［定価の２割引］を適用させて頂きます。
当会刊行書籍全点（パンフレット未掲載書籍含む）
が対象となります。
【送料】
合計金額 5,000 円以上のご注文の場合は国内送料
無料にて承ります。
【お支払方法】
私費の場合はクレジットカード支払いとなります。
（サイトからご注文の場合、割引適用の場合でも
仕様上画面では定価で表示されます。後ほど金額を
訂正し、連絡いたしますので、そのまま決済ください）
公費の場合は請求書類のご指定もあわせてご連絡
ください。

2022

学力格差を克服する
学校文化

新刊

効果のある学校のエスノグラフィー
西 徳宏 著

学校教育

A5 判
上製
446 頁
定価
6,300 円 + 税
ISBN
978-4-87259743-1

その他

C3037
格差社会のなかで実現される公正な学校教育とは。
実現される公正な学校教育とは 「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学校の
特徴、連携体制、教員の意識を分析する。

シリーズ臨床哲学 5

2021
好評既刊

哲学対話と教育
中岡成文 監修 / 寺田俊郎 編

好評既刊

『学歴社会のローカル・トラック』
『ウェルビーイングを実現する学力保障』
『どうして高校生が数学を学ばなければならないの？』
『マインド・ザ・ギャップ！』
『格差を越える学校づくり』
…ほか
※書影をクリック（タップ）すると詳細ページが開きます。
一部の書籍では試し読みも可能です。

2019 〈しんどい学校〉の教員文化
好評既刊

四六判
並製
346 頁

A5 判
上製
280 頁

定価
2,300 円 + 税

定価
4,400 円 + 税

ISBN
978-4-87259727-1

ISBN
978-4-87259691-5

C3010

C3037

「主体的・対話的で深い学び」実現。問いをめぐり自
的 深 学び 実
をめぐ 自
由に発言し、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のか。

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

社会的マイノリティが在籍する学校の教員たちが、どの
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・職務と向き合っているのかを
データから明らかにしたうえで、「子どもの社会的包摂」
にむけた教員の専門性・教員たちへの支援の方策を提示。

2022 市民のための歴史学
テーマ・考え方・歴史像

新刊

歴史教育

桃木 至朗 著

A5 判
並製
402 頁
定価
2,500 円 + 税

その他

好評既刊

『グローバルヒストリーから考える新しい大学
歴史教育』
『グローバルヒストリーと戦争』
『グローバルヒストリーと帝国』
…ほか
※書影をクリック（タップ）すると詳細ページが開きます。
一部の書籍では試し読みも可能です。

2022 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

新刊

渡邉 浩崇 編著

ISBN
978-4-87259756-1
C1020
歴史はただの暗記科目なのか？現代歴史学の考え方や
動向を理解して、眼前の諸課題に対する批判的思考力
を身に着けよう。大好評『市民のための世界史』に続
く、今を生きるための歴史学入門。

2014
好評既刊
続々重版

市民のための世界史
A World History for Citizens
大阪大学歴史教育研究会 編

A5 判
上製
460 頁

A5 判
並製
316 頁

定価
6,300 円 + 税

定価
1,900 円 + 税

ISBN
978-4-87259748-6

ISBN
978-4-87259469-0

C3030

C1020

アポロ計画などの宇宙開発史・宇宙科学技術史、宇宙
法制史・宇宙政策史、宇宙計画を支えてきた各企業の
宇宙産業史など多方面から、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。

人名や年号は極力減らし、「像を結ぶ」「因果関係や背
景がわかる」説明を目指す。歴史を学ぶ意義や面白さ
を伝えることをモットーに、歴史研究者と全国の高校
歴史教員の協力で作られた画期的な世界史教科書。

2022 リフレクティブ・
ダイアローグ

新刊

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
聡子，ジョー・マイナード
・マイナ ド 著

言語教育

A5 判
並製
408 頁

その他

定価
4,000 円 + 税
ISBN
978-4-87259762-2
C3080
「学習者の自律性を育成するアドバイジングについて
律性を育成するアドバイジングについて
知りたい教師やチューターの方、研究者の方へ。
「アドバイジングで、“アドバイス” をしてしまって
いませんか？」

大阪大学外国語学部世界の言語シリーズ 18

2022 台湾華語

新刊

林初梅、吉田真悟 著

好評既刊

『外国にルーツをもつ子どもの
バイリンガル読書力』
『Emergent Bilinguals and Educational
Challenges at Public Schools in Japan』
『専門日本語ライティング教育』
…ほか
※書影をクリック（タップ）すると詳細ページが開きます。
一部の書籍では試し読みも可能です。

2021 母語をなくさない
日本語教育は可能か
好評既刊

定住二世児の二言語能力
真嶋潤子 編著

A5 判
並製
246 頁

A5 判
上製
336 頁

定価
2,600 円 + 税

定価
5,600 円 + 税

ISBN
978-4-87259343-3

ISBN
978-4-87259617-5

C3087

C3037

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。

中国ルーツやベトナムルーツの児童が在籍する小学校
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。

2022 未来志向の
大学入試デザイン論

新刊

大学教育

大阪大学高等教育・入試
研究開発センター 編

A5 判
並製
320 頁
定価
2,500 円 + 税

その他

好評既刊

『湯川秀樹博士と大阪大学』
『街に拓く大学』
『フランス CNE による大学評価の研究』
『魅力ある授業のために２』
…ほか
※書影をクリック（タップ）すると詳細ページが開きます。
一部の書籍では試し読みも可能です。

シリーズ人間科学 4

2021 学ぶ・教える
好評既刊

中澤 渉，野村 晴夫 編

ISBN
978-4-87259750-9
C3037
的評価による入学者選抜」の制度 戦略
「多面的・総合的評価による入学者選抜」の制度・戦略
・業務を詳述。大学入学者選抜に携わる大学教職員、
進路指導を担う高校教員必携。大学入試の在り方を
考えなおす契機ともなる一冊。

2020 〈つながり〉を創りだす術
続・対話で創るこれからの「大学」
好評既刊

四六判
並製
284 頁

四六判
並製
222 頁

定価
2,000 円 + 税

定価
2,000 円 + 税

ISBN
978-4-87259621-2

ISBN
978-4-87259707-3

C1330

C0037

様々な人間科学の領域から「学ぶ・教える」に切り込む
学の領域から「学ぶ 教える」に切り込
ことで、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。

大阪大学 CO デザインセンター 編

社会の中で異なる分野・立場が持つ知恵や経験の
が
「つなぐ」方法について、など、〈つながり〉を創りだす
術をめぐる対話から、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。

