大阪大学出版会
2022 年度 歴史学研究会大会

会員様限定
オンライン特別割引のご案内

全品 20％OFF

開催期間 5/9（月）〜 6/30（木）
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 年度歴史学研究会大会特別割引」
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 年度歴史学研究会大会特別割引」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）
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 市民のための歴史学
テーマ・考え方・歴史像

新刊

桃木 至朗 著

A5 判
並製
402 頁

その他

定価
2,500 円 + 税

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』
『歴史学のフロンティア』

…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

A5 判
上製
460 頁

A5 判
並製
316 頁

ISBN
978-4-87259748-6

ISBN
978-4-87259469-0

定価
6,300 円 + 税

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

定価
1,900 円 + 税

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 赤ちゃん審査会という
メディア・イベント

新刊

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 判
並製
364 頁
定価
5,800 円 + 税
ISBN
978-4-87259754-7

その他

C3036
「児童愛護」はいかにして「優生思想」と結びついた
のか。戦前に大阪府堺市で開催された「赤ちゃん審査
会」写真帖を復刻し、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を収録する。

2021 海を渡った人形使節
国際人形交流から見た近代史

好評既刊

ベレジコワ・タチアナ 著

四六判
上製
328 頁
定価
4,100 円 + 税
ISBN
978-4-87259735-6

好評既刊

大阪大学総合学術博物館叢書 18
『EXPOʼ 70 大阪万博の記憶とアート』
『湯川秀樹博士と大阪大学』
『新版 緒方洪庵と適塾』

…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 帝国日本の統治法
好評既刊

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 判
上製
990 頁
定価
15,000 円 + 税
ISBN
978-4-87259676-2

C3021

C3032

明治時代以降の人形をめぐる思想の変化を分析し、近
代日本における国際人形交流の歴史と、人形の文化的
役割の変遷を明らかに。少年赤十字の国際人形交流へ
の貢献、欧州諸国の人形贈呈の歴史についても考察。

日本の植民地統治の実態を法制度から捉えた書。従来
内地中心に進められた日本近代法制史研究に対し、植
民地期朝鮮・台湾の地方制度のあり方を資料に基づい
て解明、帝国日本の統治構造を浮かび上がらせる。

2022 清代回疆
社会経済史研究

新刊

堀直著

A5 判
上製
450 頁

その他

定価
8,200 円 + 税

好評既刊

『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』
『近現代東アジアの地域秩序と日本』
『近世ベトナムの政治と社会』

…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。

ISBN
978-4-87259746-2
C3022
現・新疆ウイグル自治区南部、18〜19 世紀に「回疆」
と呼ばれたオアシス社会。徹底した文献調査と現地調
査から、中央アジア に生きた人々の暮らしや経済を
解き明かす。

2021 元好問とその時代
高橋 文治 著

古代中国の犬文化
2020 新装版
食用と祭祀を中心に

好評既刊

好評既刊

A5 判
上製
418 頁

A5 判
上製
414 頁

ISBN
978-4-87259716-5

ISBN
978-4-87259720-2

定価
5,700 円 + 税

桂 小蘭 著

定価
6,000 円 + 税

C3098

C3039

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。

古代中国における犬食の習慣は陰陽五行思想や礼文化
に根差した一種の食文化、食の思想であった。本書は
犬を食し祀る中国の犬文化を、陰陽思想や中国伝統医
学との関連から詳細に調査した初の書である。

大阪大学法史学研究叢書 2

2021 プレスの自由と検閲・
好評既刊

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 判
上製
342 頁
定価
5,600 円 + 税

その他

ISBN
978-4-87259722-6
C3036
【第 43 回 日本出版学会賞 奨励賞 受賞】
「プレスの自由」の歴史的変遷、および近代ドイツ、特
にザクセンにおけるプレス法制の展開を扱う。プレス・
プレス法におけるジェンダーの実相をも考察する。

2021 中世盛期北フランスの
諸侯権力

好評既刊

上山 益己 著

好評既刊

『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』
『暴力の政治民族誌―現代マヤ先住民の経験と
記憶』
…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。

2020 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

好評既刊

A5 判
上製
342 頁

A5 判
上製
300 頁

ISBN
978-4-87259718-9

ISBN
978-4-87259719-6

定価
5,700 円 + 税

島本 マヤ子 著

定価
5,500 円 + 税

C3022

C3031

11〜12 世紀のフランス各地方に割拠した諸侯たち。
彼らの強大な政治的・軍事的影響力の裏には、支配者
として君臨するための戦略があった。諸侯家系と在地
各層との関係性を解明し、諸侯権力の特質を明らかに。

大統領になったのがトルーマンでなく彼だったら、世
界は変わっていたかもしれない。植民地主義に反対し、
核なき世界・市民の世紀を追求した孤高のヒーローが
目指したもう一つのアメリカ。

〒565-0871

大阪府吹田市山田丘 2-7

大阪大学ウエストフロント

TEL（営業）06-6877-1614（編集）06-6877-5405
FAX

06-6877-1617

e-mail eigyo@osaka-up.or.jp

URL https://www.osaka-up.or.jp

