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総合知への扉

「総合知で超えていく大学」が新しい大阪公立大学の
キャッチフレーズだ。ここに紹介されている本は、まさに
その「知」の結集であると言えよう。各学部、学域、研究
図書館機構長
科の教員が新入生が読むのに相応しいと思われるものを厳
西田 正宏
選した。これらは、大学での「学び」の入り口であり、
「総
合知」への扉でもあるのだ。この中から自分の興味のある、
専門として究めようとすることに関連する幾冊かを選び、そこに記されている参考書な
どをたよりに、さらに知識を深めてゆくのが正統なあり方であろう。けれども、敢えて
最も関心の低い一冊から手に取ってみることを提案したい。というのは、せっかく「総
合知」を謳う大学に入学したのだから、ここに紹介されているすべてを読むことに挑ん
で欲しいからだ。興味のあるものから読んでいけば、嫌いなものばかりが残されること
になるが、逆ならば、読みたい本が残っていることになる。関心のなかった本から新た
な興味が生まれてくることもあるだろう。1 年ですべてを読むことは難しいかもしれない。
ならば 4 年かければよい。一生かけてもよいかもしれない。それなら何とかなりそうで
はないか。すべてを読破したからといって、そうそう簡単に「総合知」が身につくわけ
ではないだろう。その時にいったいどのような「知」の世界が開けてくるのか、ぼくも
挑戦してみようと思っている。

執筆教員名
麻田 俊雄
井上 博之
遠藤 尚秀
加葉田 大志朗
楠木 祥文
小池 志保子
小林 哲
篠田 哲史
鈴木 洋太郎
谷森 紳治
中野 賢
西垣 順子
野末 紀之
古澤 昌秋
松浦 恆雄
三宅 眞実
森田 耕平
山本 真由子
吉原 知志

新井 励
上田 萌子
小形 健介
神野 光指郎
国友 明彦
髙 知恵
佐伯 大輔
斯波 將次
高橋 未来
手塚 孝弘
仲原 孝
西澤 眞三
野田 知彦
堀江 孝史
松倉 治代
宮脇 寛行
森永 英二
横井 賀津志
吉原 雅昭

五十嵐 幸一
石田 佐恵子
植松 千代美
宇野 浩司
奥野 裕子
加登 遼
岸田 正夫
北西 卓磨
倉方 俊輔
黒木 智之
河野 あゆみ
小嶋 宏文
坂上 昇史
笹井 和美
ジャスティン アウケマ
立花 実
田中 秀和
床波 志保
内藤 葉子
中村 直子
中村 雅美
西田 正宏
沼倉 宏
橋本 文彦
稗田 健志
堀口 正
前川 真行
松村 篤
松本 英之
宮脇 幸生
向井 伸哉
安竹 貴彦
山内 加絵
横山 久代
由田 克士
若森 みどり
渡邊 賢

井上 淳
江副 日出夫
叶内 宏明
鬼頭 宏明
桑原 希世子
後藤 佳代子
仕幸 英治
杉田 歩
田中 寛之
中川 満
中山 雄司
能島 裕介
古久保 さくら
前澤 祐之
宮井 和政
森澤 和子
山﨑 孝史
吉田 寿子
（50音順、
敬称略）

本冊子で推薦されている本は、大阪公立大学図書館で所蔵しています。
生協書籍部で購入の場合は下記注釈をご参照下さい。
※…出版社品切れ重版未定等
（手配不可能）
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麻田 俊雄 先生

〈理学部〉

量子革命
マンジット・クマール 著
青木 薫 訳
［新潮社（新潮文庫）2017］

1,155円（税込価格）

新井 励 先生

9784102200810

〈工学部〉

日本列島の誕生
平 朝彦 著
［岩波書店（岩波新書）1990］

968円（税込価格）

9784004301486

五十嵐 幸一 先生

NHK『ロンリのちから』制作班 著
［三笠書房 2019］
9784837927648

石田 佐恵子 先生
宇佐美 まこと 著
［小学館 2020］

井上 淳 先生

9784093865777

新装版

多田 隆治 著
［みすず書房 2017］
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日本という国の境界・近代化について、知られざる
事実を伝えつつ、現代社会につながる家族の物語。
史実に基づいた小説だが、スリリングな謎解きも含
まれ、何より面白く、結末に希望が見えるのも良
い。

〈理学部〉

気候変動を理学する
3,740円（税込価格）

理系、文系を問わず、物事を論理的に考え、説明す
る力を養う必要があります。本書は、会話形式で
「ロンリ」についてわかりやすく解説されています。
事実を客観的に理解し、相手に「伝わる」話し方が
できるようになるために、論理的な思考を習得する
入門書として推薦します。

〈文学部〉

ボニン浄土
1,980円（税込価格）

我々が暮らしている日本列島が、大陸起源の岩盤か
ら南半球で生まれ数千万年を超えて付加体により成
長していく過程を、豊富な図表を用いて物理的・地
質学的観点から論理的に記した、時間・空間を超え
たダイナミクスとロマンを感じさせる本です。

〈工学部〉

「ロンリ」の授業
1,540円（税込価格）

現代の科学現象を理解するうえでの基盤に量子とい
う概念がある。この概念を考案した、アインシュタ
インやプランクなどの天才科学者の人間ドラマと白
熱の論争を軸にした科学ノンフィクションであるこ
とが推薦理由である。

9784622086727

地球温暖化を考える際に地球の気候がどのように変
化してきたのか、また何が気候を変化させてきたの
かを知ることが重要です。本書は、講義と対話形式
で長期的な気候変動について基本からわかりやすく
解説しています。

井上 博之 先生

〈工学部〉

錆と人間
ジョナサン・ウォルドマン 著
三木 直子 訳
［築地書館 2016］

3,520円（税込価格）

上田 萌子 先生

9784806715214

〈農学部〉

はじめて学ぶ生物文化多様
性
敷田 麻実、湯本 貴和、森重 昌之 編著
［講談社 2020］

3,080円（税込価格）

9784065187227

植松 千代美 先生
森の植物園からの提言
植松 千代美 編
［京都大学学術出版会 2014］

宇野 浩司 先生

9784876982882

70 年余の歴史を誇る本学植物園は甲子園球場６個
分の敷地に日本の 11 種類の森が再現され、絶滅危
惧種を含む多様な動植物が生息する。調査結果に基
づく植物園解体新書的内容の本書は、森の植物園の
魅力と役割を知る最良のガイドブックである。

〈経済学部〉

ひたすら読むエコノミクス
伊藤 秀史 著
［有斐閣 2012］

1,760円（税込価格）

本書では、文化と生態系を統合した「生物文化多様
性」という新しい概念をわかりやすく紹介してい
る。生態系がいかにして人とかかわりをもつか、そ
のかかわりが新たな社会的価値を生み出すかについ
て、生態学、社会学、都市計画学、造園学、観光学
などの多様な分野から議論した興味深い一冊であ
る。

〈理学部〉

都市・森・人をつなぐ

4,620円（税込価格）

腐食・防食に関わる工学の現場での技術者らの奮闘
を、オムニバス形式で生き生きと描いたノンフィク
ション。原著はウォール・ストリート・ジャーナル、
ベストブック・オブ・ザ・イヤー受賞。社会の安全・
安心を支える工学に関心がある新入生に薦めたい。

9784641163973

経済学は、日々の生活に潜む社会、
経済のなぞを個々
の選択に注目して読み解くための見方や考え方を提
供してくれます。それらを本書は身近な例を用いて
言葉でわかりやすく伝えてくれます。経済学を学ぶ
ときのお供におすすめです。
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江副 日出夫 先生

〈理学部〉

利己的な遺伝子
40 周年記念版

リチャード・ドーキンス 著
［紀伊国屋書店 2018］

2,970円（税込価格）

遠藤 尚秀 先生

9784314011532

本来「利己的」である遺伝子同士が、どのようにし
て利他的な協力関係を構築するよう進化しえたの
か、進化の理論をわかりやすく説明。人間のもつ利
他性の本質を知る上でも必須な本。出版後 40 年以
上経っても古びない名著。

〈都市経営研究科〉

まちづくりイノベーション

都市の事業で、いま最も注目されている公民連携手
「PFI」
「BOT」
「BTO」
「コンセッショ
公民連携・パークマネジメント・エ 法「指定管理」
ン」等が一目でわかり、単なる効率化だけでなく来
リアマネジメント
訪者による採算性やまちづくりマネジメントを成功
（都市経営研究叢書第 1 巻）
させる方法も紹介。
佐藤 道彦、佐野 修久 編
廣常 啓一、
大阪市経済戦略局観光部集客拠点担当、
米田 巳智泰 ほか 著

［日本評論社 2019］

2,970円（税込価格）

9784535587328

都市行政の最先端

法学と政治学からの展望
（都市経営研究叢書第 2 巻）
久末 弥生 編
髙野 恵亮、板垣 勝彦、三好 規正 ほか

現代都市の新たなニーズを把握し迅速に対応するた
め、
都市行政に求められる「環境」
「住宅」
「治水」
「安
全保障」
「情報」「AI ／ロボット」「議会」などの多
数の分野を広範に網羅し、現状と将来課題を鋭く分
析している。

著
［日本評論社 2019］

2,970円（税込価格）

9784535587335

AI と社会・経済・ビジネス
のデザイン

（都市経営研究叢書第 3 巻）

村上 憲郎、服部 桂、近 勝彦 ほか 編
今井 隆志、金野 和弘、谷本 和也 ほか
著
［日本評論社 2020］

2,970円（税込価格）
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9784535587342

今やＡＩは、これと無関係に生活や仕事をすること
が難しくなっているほど巨大な革命をもたらしてい
る。他書よりも、AI の背後にある歴史・原理・特性・
応用が徹底的にわかるように深く掘り下げ、ソフト
を使って実際に AI を使える事例も紹介。

小形 健介 先生
財務諸表分析

〈商学部〉

第3版

乙政 正太 著
［同文舘出版 2019］

3,850円（税込価格）

9784495193034

奥野 裕子 先生

財務諸表を分析するための標準的な手法から応用的
な手法まで網羅され、しかもそれらが平易な文章で
説明されているため、とても理解しやすい。それに
加えて事例も豊富で読みごたえがあるという、まさ
に魔法のような一冊。お薦めです。

〈看護学部〉

きみがしらないひみつの三
人
ヘルメ・ハイネ 著
天沼 春樹 翻訳

ヒトが生まれて死んでいくまでの、頭と心と体のは
たらきがわかりやすく描かれています。絵本のよう
でもありますが、専門書のようにも感じられ、身近
なヒトと共有してみたくなる一冊です。

［徳間書店 2004］

1,430円（税込価格）

加登 遼 先生

9784198618445

〈生活科学部〉

Powers of ten

生活科学は、「生活」を切り口に、社会システムを
宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさ デザインする学問です。すなわち、建築や都市のデ
ザインを通して、マクロな地球環境から、ミクロな
の旅
個人まで介入します。本書は、そのスケールの幅に
フィリップ・モリソン 編著
気づく書籍です。
村上 陽一郎、村上 公子 訳
［日経サイエンス 1983］※

4,271円（税込価格）

叶内 宏明 先生

9784532062392

〈生活科学部〉

若い研究者へ遺す
メッセージ

小さな小さなクローディン発見物語
月田 承一郎 著

若くして膵臓癌を患った一流の研究者が人生の最後
に、研究（分子生物学）の面白さを、わかりやすい
言葉で紡ぐ。分子生物学にかかわらず、研究に興味
ある学生にぜひ読んでほしい。

［羊土社 2006］

1,980円（税込価格）

9784897068503
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加葉田 大志朗 先生
象は鼻が長い

〈医学部〉

改訂増補版

日本語文法入門

三上 章 著
［くろしお出版 1969］

2,420円（税込価格）

9784874241172

神野 光指郎 先生

〈商学部〉

ライアーズ・ポーカー
マイケル・ルイス 著
東江 一紀 訳
［パンローリング 2006］

1,980円（税込価格）

岸田 正夫 先生

9784775970621

阪井 康能、竹川 薫、橋本 渉 ほか 編
［朝倉書店 2020］

北西 卓磨 先生

9784254431247

脳の歴史

脳はどのように視覚化されてきたか
カール・シューノーヴァー 著
松浦 俊輔 訳
［河出書房新社 2011］※
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本書は応用微生物学分野を遺伝子や細胞の面から解
説したものである。酵母で得られた知見を元に発酵
醸造を含む細胞生理現象と関連遺伝子を説明してい
るので、微生物だけでなく細胞生物全般に興味があ
る学生も最新の細胞応答に関する知見を楽しく学ぶ
ことができる。

〈医学部〉

ヴィジュアル版

3,080円（税込価格）

大手投資銀行出身の人気作家によるデビュー作で
す。著者の目を通して 1980 年代のトレーディング・
ルームがどんな様子だったのか垣間見ることができ
ると同時に、金融革新と業界勢力図の関係を理解す
ることができます。

〈農学部〉

遺伝子・細胞から見た
応用微生物学
4,730円（税込価格）

「象は鼻が長い」の主語はなんでしょうか？ 日本語
は明確な主語が無くとも、文章が成立することがあ
ります。主語がない文章がなぜ成立するのか？ そ
もそも本当に主語がないのか？ 本書はそういった
疑問をテニヲハのハに着目しながら解説していま
す。

9784309252551

アートと呼べるほど美しい図とともにたどる脳研究
の歴史。カハールの残した精細な神経回路のスケッ
チから、生きた脳における神経活動計測や脳活動の
光操作など、最先端の研究内容までをカバーした見
るだけでも楽しい入門書。

鬼頭 宏明 先生

〈工学部〉

日本文明 77 の鍵
梅棹 忠夫 編
［文藝春秋社（文春新書）2005］※

836円（税込価格）

楠木 祥文 先生

9784166604357

〈情報学研究科〉

「きめ方」の論理

− 社会的決定理論への招待 −
佐伯 胖 著

［東京大学出版会 1980］

2,750円（税込価格）

国友 明彦 先生

9784130430173

木村 草太 著
［星海社（星海社新書）2012］

倉方 俊輔 先生

9784061385276

吉阪 隆正 著
［平凡社 2021］

黒木 智之 先生

9784582531800

持っていたくなる佇まいの随筆シリーズの中に、建
築家の文章を集めた 1 冊が加わりました。著者は
20 世紀を代表する建築家であるル・コルビュジエ
に学んだ建築家です。建築には文明論のような性格
もある。独特の文体から、そのことが伝わるでしょ
う。

〈工学部〉

1 分で話せ
伊藤 羊一 著
［SBクリエイティブ 2018］

1,540円（税込価格）

ライトノベル風に書かれた法学入門書。軽やかな筆
致にもかかわらず、キヨミズ准教授の語る内容は濃
い。法的思考の特徴の説明に特に重点が置かれてい
る。社会科学の他の諸分野との比較もあり、他学部
の皆さんにも薦められる。

〈工学部〉

吉阪隆正
地表は果して球面だろうか
1,540円（税込価格）

個人の選択を集約して集団としての選択を決める
「決め方」に関する議論が、網羅的にかつ精緻にま
とめられています。投票のパラドックスやアロウ一
般可能性定理など、素朴な仮定から直感に反する結
果が導かれることに衝撃を受けました。

〈法学部〉

キヨミズ准教授の法学入門
924円（税込価格）

この本は、外国人に日本を紹介しようと英文で書か
れたものを、後日、日本語版として編集されたもの
です。古代から現代にわたる日本の 77 のキーワー
ド：四季、仮名、教育、家族などから、あなたの身
の回りを見つめてみては、いかがでしょうか。

9784797395235

限られた時間の中で自分の考えをうまく相手に伝え
るのは非常に難しいですが、そのような機会が今後
増えていくと思います。本書の「大事なことだけシ
ンプルに伝える技術」は皆さんのプレゼンのスキル
向上に役に立つと思います。
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桑原 希世子 先生

〈国際基幹教育機構〉

時を刻む湖
中川 毅 著
［岩波書店（岩波科学ライブラリー）2015］

1,430円（税込価格）

9784000296427

小池 志保子 先生

〈生活科学部〉

ほっとかない郊外

ニュータウンを次世代につなぐ
泉北ほっとかない郊外編集委員会 著
［大阪公立大学共同出版会 2017］

2,090円（税込価格）

髙 知恵 先生

9784907209766

クルベウ 著
藤田 麗子 訳
［ダイヤモンド社 2021］

キムスヒョン 著
吉川 南 訳
［ワニブックス 2019］

〈看護学部〉

新装版

ドイツ強制収容所の体験記録

ヴィクトール・E・フランクル 著
［みすず書房 1985］

1,980円（税込価格）
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生きぐるしく、何をしてもうまくいかず、周りの人
の全てがうらやましく、なぜ自分だけ何もないのか
と思うかもしれないけど。そもそもなぜ比べるのか
……自分を愛する事がいかに貴重なのかを感じさせ
てくれる一冊です。

9784847097539

河野 あゆみ 先生
夜と霧

本当はひどく傷ついているのに、なんでもないふり
をして生きてきたとしたら、きっとすごく辛かった
ことだろう。人知れず苦しんでいた人の心に寄り添
い、不安な気持ちを癒してくれる、心がスーッと軽
くなる本です。

9784478112540

私は私のままで生きること
にした

1,430円（税込価格）

住民の高齢化や空き家の増加の問題が起こりつつあ
る泉北ニュータウン（大阪府堺市）にて、地域を
ほっとかずに何かしようとする 61 人がそれぞれの
言葉で思いや役割を語っている。本学の学生や教員
も語っている。第 32 回地方出版文化功労賞奨励賞
受賞。

〈看護学部〉

大丈夫じゃないのに大丈夫
なふりをした

1,430円（税込価格）

水月湖の「年縞」は、1 年に 1 枚形成される縞模様
の地層である。年縞を数える緻密な研究の積み重ね
で、世界の標準となる時間尺度が明らかにされた。
研究活動の喜びや焦りなど、科学者の心情も追体験
してしまう一冊。

9784622006015

ユダヤ人としてアウシュヴィッツに囚われ生還した
著者の強制収容所における体験を、心理学者の視点
から考察したものである。フランクルは、この体験
を活かして自身の心理学理論を構築し、その理論が
看護において著名なトラベルビーの看護理論にも系
譜する。看護学部の学生さんには是非読んでほしい。

小嶋 宏文 先生

〈商学部〉

稲盛和夫の実学
経営と会計

稲盛 和夫 著
［日本経済新聞出版（日経ビジネス人文庫）2000］

576円（税込価格）

9784532190064

後藤 佳代子 先生

〈生活科学部〉

はじめての心理学

心のはたらきとそのしくみ
氏原 寛 編著
［創元社 2000］

2,530円（税込価格）

小林 哲 先生

9784422112459

心理学初学者むきの書籍です。
「人間はみな兄弟か」
「それでも私は私である」など、知的好奇心を刺激
する表題がつけられ、学習・知覚・人格・発達・臨
床など、様々な視点から、心のしくみやはたらきを
解説しています。

〈商学部〉

世界標準の経営理論
入山 章栄 著
［ダイヤモンド社 2019］

3,190円（税込価格）

佐伯 大輔 先生

9784478109571

経営学理論が体系的に示されているとともに、良質
な学術論文に基づき最新の理論も紹介されている。
また、辞書的に使える参考書であると同時に、全体
を通読すると経営学の本質が見えてくる奥の深い内
容になっている。

〈文学部〉

行動分析学入門

ヒトの行動の思いがけない理由
杉山 尚子 著
［集英社（集英社新書）2005］

858円（税込価格）

経営者が発行した本の多くは苦労話やターニングポ
イントを説明するものが多い。その反面、京セラの
会長である著者は管理者としての会計の重要性を実
体験に基づいて述べており、会計観を大きく変える
一冊である。

9784087203073

この本は、学習の原理に基づいて、人間や動物の行
動の原因をつきとめ、行動変容を促すための方法を
解説している行動分析学の入門書です。わかりやす
い表現で解説されており、心理学を専門としない人
にもお薦めです。
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坂上 昇史 先生

〈工学部〉

読書について
ショーペンハウアー 著
鈴木 芳子 訳
［光文社（光文社古典新訳文庫）2013］

817円（税込価格）

9784334752712

読書について

「読書する」ことは「思考を他人に委ねる」ことと
して、大学生にとって重要な「自分で考える」こと
の大切さを説いています。哲学書の受け取り方は人
それぞれですが、入門書として一読することを勧め
ます。

第 26 刷改版

他二編

ショウペンハウエル 著
斉藤 忍随 訳
［岩波書店（岩波文庫）1983］

704円（税込価格）

9784003363225

笹井 和美 先生

〈獣医学部〉

これからの「正義」の話を
しよう
いまを生き延びるための哲学
マイケル・サンデル 著
鬼澤 忍 訳
［早川書房（ハヤカワ文庫）2011］

990円（税込価格）

9784150503765

実力も運のうち
能力主義は正義か ?

マイケル・サンデル 著
鬼澤 忍 訳
［早川書房 2021］

2,420円（税込価格）

竜馬がゆく

9784152100160

新装版

1−8 巻

司馬 遼太郎 著
［文藝春秋社
（文春文庫）1998］

825円（税込価格）
770円（税込価格） 1 巻

1，3-8 巻
2巻
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VUCA と呼ばれる「先行きが不透明で、将来の予
測が困難な状態」のなか、生活の様々な場面で迅速
な判断が求められることが多くなりました。迷うこ
との多い場面で、個々人の「正義」について自分が
何を考え、何故そう考えるのかについて考えるきっ
かけを与えてくれる一冊として推薦します。

2巻
3巻
4巻
5巻
6巻
7巻
8巻

9784167105679
9784167105686
9784167105693
9784167105709
9784167105716
9784167105723
9784167105730
9784167105747

コロナ禍で加速された様々な問題のなかで、あらゆ
る分野における「格差」について議論が続いていま
す。本書は、能力主義の利点・欠点について検証し、
皆が「真の正義」のもと、活き活きと過ごすことが
できる社会の実現について考えるきっかけを与えて
くれる一冊として推薦します。
フィクションであり、史実と異なる部分もあります
が、龍馬の常識や既成概念に捉われない行動を通し
て、これからの学生生活について考えるきっかけに
なればと、長編ではありますが推薦します。

仕幸 英治 先生

〈工学部〉

はじめての
研究生活マニュアル
西澤 幹雄 著
［化学同人 2015］※

1,320円（税込価格）

篠田 哲史 先生

9784759815979

〈理学部〉

仏教は宇宙をどう見たか
佐々木 閑 著
［化学同人（DOJIN 文庫）2021］

990円（税込価格）

斯波 將次 先生

9784759825015

科学は時間や空間、物質・生命に関する法則を明ら
かにしようとするが、古代仏教にも独自の深い世界
観がある。科学と宗教の違いを考えてみるのはどう
だろうか。工学部出身の仏教学者がガイドしてくれ
る本である。

〈医学部〉

自分の時代
ウエイン・W・ダイアー 著
［三笠書房 1979］※

979円（税込価格）

理系大学生を対象に卒業研究のための研究室の選び
方（配属前にすべきこと）、配属後の活動、そして
卒業に至るまでの様子がイラストも使ってわかりや
すく記されています。卒業後に役立つことも載って
おり、お薦めします。

9784837952701

本書は「停滞した様々な情況下において自分の人生
をより創造的に生きるにはどうしたら良いか」につ
いて、具体的なアドバイスが書かれており、当時ア
メリカで 47 週にわたってベストセラーのトップに
ランクされました。

ジャスティン アウケマ 先生
イングランド労働者階級の
形成
エドワード・P・トムスン 著
市橋 秀夫、芳賀 健一 訳
［青弓社 2003］※

22,000円（税込価格）

9784787232137

〈経済学部〉

本書は、民衆や労働者を主役にして資本主義の歴史
を描いた古典的名著である。歴史学は、富裕者や資
本家や政治家だけが経済社会を動かしているわけで
はない複雑な現実を明らかにします。本書が画期的
なのは、労働者が自ら構築した文化や伝統を掘り起
こす視点を提示していること。是非手に取ってみて
ください。
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杉田 歩 先生

〈工学部〉

暗号解読

ロゼッタストーンから量子暗号まで
サイモン シン 著
青木 薫 訳
［新潮社 2001］※

2,860円（税込価格）

9784105393021

鈴木 洋太郎 先生
競争戦略論Ⅰ

〈商学部〉

新版

マイケル・ポーター 著
［ダイヤモンド社 2018］

2,750円（税込価格）

9784478008423

高橋 未来 先生
井波 律子 著
［筑摩書房 1993］※

2,563円（税込価格）

9784480836113

中室 牧子、津川 友介 著
［ダイヤモンド社 2017］
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さすが中国三千年、仙人修行で金丹（中身は水銀）
飲む人、考えひとつで世界を超越する人、出世も世
間体もお構いなしの書物骨董のコレクター等など、
びっくり話満載です。清々しい程自分を貫くアウト
サイダーに爽やかな読後感。

〈経済学部〉

「原因と結果」の経済学
1,760円（税込価格）

現代社会は、自動車産業や家電産業、コンビニ産業、
外食産業など様々な産業分野によってダイナミック
に変化しています。ポーターの競争戦略論は、こう
した産業分野を分析するための基本知識を提供して
くれます。

〈文学部〉

中国のアウトサイダー

立花 実 先生

暗号は何千年も前から研究され、時に決定的に人類
の歴史を左右してきた。本書は、古代の暗号から現
代のインターネット上の暗号、最先端の量子暗号ま
で、正確な技術的解説と共に、暗号研究にまつわる
驚くべきドラマの数々を描き出す。

9784478039472

「偏差値の高い大学へ行けば収入は上がるのか」
「テ
レビを見せると子どもの学力は下がるのか」「メタ
ボ健診を受けていれば長生きできるのか」このよう
な因果関係をデータからどのように測定すればよい
のでしょうか。この本は因果関係を調べるための方
法を数式を一切使わずに分かりやすく解説していま
す。

田中 秀和 先生

〈理学部〉

解析入門Ⅰ

解析学の基礎を余すことなく解説してある良書で
す。通常の教科書では省略されがちな内容について
も極力省略されず書かれており、通常の教科書では
物足りないと感じる学生にはお勧めの一冊です。

（基礎数学 2）
杉浦 光夫 著

［東京大学出版会 1980］

3,080円（税込価格）

田中 寛之 先生

9784130620055

〈リハビリテーション学研究科〉

認知バイアス

心に潜むふしぎな働き
鈴木 宏昭 著
［講談社（ブルーバックス）2020］

1,100円（税込価格）

谷森 紳治 先生

9784065219515

〈農学部〉

「香り」の科学
平山 令明 著
［講談社（ブルーバックス）2017］

1,100円（税込価格）

手塚 孝弘 先生

自分では間違いないと思っていた記憶が間違ってい
た。皆様、このような経験はあるのではないでしょ
うか？ 本書は、そのような不思議な心理現象がな
ぜ起こるのか、脳科学・心理学の観点から解説して
くれています。脳科学・心理学に興味のある方はぜ
ひ手に取ってみてください！

9784065020203

本書は、香りについて科学的視点からわかりやすく
解説されています。香りの正体は何か、人はどのよ
うなメカニズムで香りをかぎ分けるのか？ 香りの
効能とは？ 本書を読むことで、深遠な香りの世界
に引き込まれるはずです。

〈農学部〉

ゲノム編集食品が変える
食の未来
松永 和紀 著

ゲノム編集は動植物の新しい品種改良の方法として
広まってきています。本書ではゲノム編集を利用す
ることで作られた食品について解説されています。

［ウェッジ 2020］

1,650円（税込価格）

9784863102316
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床波 志保 先生

〈工学部〉

機器分析ハンドブック 1
有機・分光分析編

長谷川 健・川﨑 英也・中原 佳夫 編

分析機器の特徴と仕組みを図を使いながら分かりや
すく解説し、適用例や、使用時の注意事項なども掲
載しています。

［化学同人 2020］

2,420円（税込価格）

9784759820218

機器分析ハンドブック 2
高分子・分離分析編

前田 耕治、安川 智之、床波 志保 編
［化学同人 2020］

2,200円（税込価格）

9784759820225

機器分析ハンドブック 3
固体・表面分析編

辻 幸一、藤原 学、宗林 由樹 ほか 編
［化学同人 2021］

2,310円（税込価格）

9784759820232

内藤 葉子 先生

〈現代システム科学域〉

アダム・スミスの夕食を作っ 「見えざる手の届かないところに、見えない性があ
る。」本書は、ケアを含む女性の仕事がいかに経済
たのは誰か？
これからの経済と女性の話
カトリーン・マルサル 著
［河出書房新社 2021］

2,310円（税込価格）

中川 満 先生

9784309300160

〈経済学部〉

統計学とは何か
偶然を生かす

C.R. ラオ 著
柳井 晴夫、田栗 正章、藤越 康祝 翻訳
［筑摩書房 2010］※

1,430円（税込価格）
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学から排除され、しかも別の経済として社会を支え
てきたか、経済と人間の本当の姿を見るためには
ジェンダーの視点がいかに重要かについてを分かり
やすく論じています。さて、スミスの食事を作った
のは誰だと思いますか？

9784480092717

統計学の起源、学校では子供の数が多い家庭はそれ
だけ大きい確率で観測される（コロナでいうとクラ
スターサイズが大きいほど観測されやすい）など、
興味深いテーマにあふれるエッセー集。わかる章だ
けつまみ読みしていったらいいです。

中野 賢 先生

〈情報学研究科〉

人体
神秘の巨大ネットワーク
臓器たちは語り合う
丸山 優二 著
［NHK 出版（NHK 出版新書）2019］

990円（税込価格）

仲原 孝 先生

9784104885871

〈文学部〉

ツァラトゥストラ

改版

ニーチェ 著
手塚 富雄 訳
［中央公論新社（中公文庫）2018］

1,650円（税込価格）

中村 直子 先生

9784122065932

吉岡 乾 著
［創元社 2021］
9784422390055

この本を書いたのは誰だ？
統計で探る“文章の指紋”
村上 征勝 著
［勉誠出版 2020］

1,980円（税込価格）

本当に深い本というのは、100 回読んでもその 100
回目に初めて見えてくる内容があるような本です。
パンデミックの吹き荒れる 21 世紀の今、ニーチェ
の洞察がどれほど正しかったかにあらためて驚かさ
れるでしょう。

〈国際機関教育機構〉

フィールド言語学者、
巣ごもる。
1,980円（税込価格）

人体は、血管網を通信路として臓器たちが会話をす
る巨大な情報ネットワークであった。情報ネット
ワークの視点で人体を眺めて理解を深める―その
ような研究が情報通信の分野でも注目されていま
す。情報工学科の学生に読んでもらいたい一冊で
す。

9784585291985

コロナ禍のため海外の現地調査に行けなくなった言
語学者の日常エッセイと思いきや、言語学の基礎知
識も学べるという二度おいしい本です。目次をパラ
パラとみて、目にとまったところを読んでも、十分
に面白いです。「フィールド言語学者って何？」と
思った人は、前作「現地嫌いなフィールド言語学者、
かく語りき。」をお薦めします。
「書き手を特定する」ためにどういう方法があるの
か？「グリコ・森永事件」の犯人が書いた文章から、
シェイクスピア、源氏物語など、書き手が疑わしい
文章の特徴を探るというのはミステリのようです
が、計量的・統計的な手法が使われているのが現代
的です。こういう研究もあることを知るきっかけに。
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中村 雅美 先生

〈看護学部〉

一億三千万人のための
『論語』教室
高橋 源一郎 著
［河出書房新社
（河出新書）2019］

1,320円（税込価格）

中山 雄司 先生

9784309631127

「論語って、難しいよね」と思っていませんか？ 高
橋源一郎氏の訳は、親しみやすく、時にはくすっと
笑え、論語へのハードルを下げてくれます。さあ、
孔子センセイの授業に参加してみよう。「いいです
か？ 読んでみないとセンセイのことは分かりませ
んよ」

〈商学部〉

読書は格闘技
瀧本 哲史 著
［集英社（集英社文庫）2021］

572円（税込価格）

西垣 順子 先生

9784087442472

〈国際基幹教育機構〉

読んで旅する、日本と世界
の色とりどりの教育
武田 緑 著
［教育開発研究所 2021］

1,980円（税込価格）

西澤 眞三 先生

伝説の投資家による読書術＆ブックガイド。読書し
て内容を理解するだけに終わらないで下さい。その
内容を批判的に検討して、新たなアイデアを生み出
し、考察を深めて下さい。大学での研究活動に必ず
役に立ちます。

9784865605440

大阪の公立学校で育った、学校が普通に好きな著者
が、学校の「当たり前」を飛び越えている国内外の
学校を訪ねて、
いろんなことを考えていきます。
「当
たり前」を超えたその先に、見えてくる大事なこと
は？ あなたも一緒に旅してみよう！

〈商学部〉

エンプロイメント・アット・
ウィル

本書は、日米の雇用法やマネジメントの違いについ
て、分かりやすく興味深く書かれており、アメリカ
の光と影だけでなく、日本の弱みまで見えてくる。
日米雇用法の違いと米国式マネジメ
日米の現状を理解し、あるべき姿を考えるきっかけ
ント
にしてほしい。
日本在外企業協会 編
本間 道治 監修
［日本在外企業協会 2020］

2,420円（税込価格）
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9784909354006

西田 正宏 先生

〈国際基幹教育機構〉

近代「国文学」の肖像

「近代『国文学』の肖像」と題された 5 冊のシリー
ズで、近代に「日本文学研究」の基礎を築いた 5 人
1 巻 芳賀 矢一「国文学」の誕生
2 巻 藤岡 作太郎「文明史」の構想 の研究者について、古典文学研究者がその実像と学
問の本質に迫る（ひとり 1 冊ずつ）。取り上げられ
3 巻 佐佐木 信綱 本文の構築
4 巻 窪田 空穂「評釈」の可能性
ているのは、「日本文献学」を提唱した芳賀矢一。
5 巻 高木 市之助 文藝論の探求
国文学研究の枠だけにはおさまらない学際性を発揮
した藤岡作太郎。古典の本文の校訂に力を傾けた佐
第 1 巻 佐々木 孝浩 著
［岩波書店 2021］
佐木信綱。多くの古典に注釈を施し、新しい注釈の
3,960円（税込価格）
9784000269766 あり方を模索した窪田空穂。古代文学研究を基盤に
第 2 巻 陣野 英則 著
常に文学の本質を問い続けた高木市之助。以上の 5
［岩波書店 2021］
名である。合わせ読むことで、「古典研究」を通し
3,630円（税込価格）
9784000269773
て日本がどのように近代化を進めようとしていたの
第 3 巻 鈴木 健一 著
［岩波書店 2021］
かが窺われる。古典や歴史に興味がなくても、伝記
3,300円（税込価格）
9784000269780
としてもおもしろく読めるので、どれか一冊でも読
第 4 巻 田渕 句美子 著
んでいただきたい。
［岩波書店 2021］
3,630円（税込価格）
第 5 巻 高田 祐彦 著

9784000269797

［岩波書店 2021］

3,630円（税込価格）

沼倉 宏 先生

9784000269803

〈工学部〉

X 線からクォークまで
20 世紀の物理学者たち
エミリオ セグレ 著
［みすず書房 2019］

8,580円（税込価格）

能島 裕介 先生

9784622088042

〈情報学研究科〉

妄想する頭 思考する手

想像を超えるアイデアのつくり方
暦本 純一 著
［祥伝社 2021］

1,760円（税込価格）

この世界は何でできているのか？ デモクリトスの
原子論から二千年以上の時を経て、人類の知恵と技
がついに究極の問題を解き明かした歴史の生き生き
とした記録。成し遂げられた事々以上に、それを成
し遂げた人間の営みに感動するだろう。

9784396617486

妄想は大事である。そこからイノベーションが生ま
れるまでの発想法やコツが紹介された良書。妄想を
面白がる雰囲気と速攻でプロトタイピングする土壌
を自分の周りに築くことができればワクワクする未
来が得られるだろう。
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野末 紀之 先生

〈文学部〉

英語再入門
柴田 徹士、藤井 治彦 著
［南雲堂 1985］

1,923円（税込価格）

野田 知彦 先生

9784523261070

たたき上げの英語辞書編集者・文学研究者と教え子
が、英語の学び方について経験をふまえつつ様々な
角度から話し合う。英語への向き合い方から副詞の
用法にいたるまで、ためになる理論と実践知がぎっ
しり詰まっている。

〈経済学部〉

銀河英雄伝説

社会科学では、民主政治よりも専制政治の方が社会、
10 巻・外伝 5 巻（全 15 巻セット） 経済をより効率的に運営できるのではないのか？
という議論がコロナに対する対応をめぐって活発に
田中 芳樹 著
行われている。銀河英雄伝説では、この問題が基本
［東京創元社 2017］
テーマとして据えられているが、
それにとどまらず、
12,848円（税込価格）
9784488725006
政治、人間、戦争などの本質について考えさせられ
ることが実に多い。

橋本 文彦 先生

〈経済学部〉

コロノスのオイディプス
ソポクレス 著
高津 春繁 訳
［岩波書店（岩波文庫）1973］

462円（税込価格）

稗田 健志 先生

9784003210536

〈法学部〉

仕事としての学問
仕事としての政治

社会学の巨人、マックス・ウェーバーのいまも読み
継がれる 2 本の講演録を収めた書物。
「政治とは何
か」「学問とは何か」という大きな問いについて示
唆を得ることができるだろう。

マックス・ウェーバー 著
野口 雅弘 訳
［講談社（講談社学術文庫）2018］

1,056円（税込価格）
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ギリシャ悲劇。
「オイディプス王」に続く物語。過
酷な運命にあっても、それをむしろ自らの意思とし
て力強く引き受けるオイディプスの姿と、このよう
な物語を受けいれた古代ギリシャ人たちの生き方を
知ってほしい。

9784065122198

古久保 さくら 先生

〈国際基幹教育機構〉

日本のフェミニズム
150 年の人と思想
井上 輝子 著
［有斐閣 2021］

2,420円（税込価格）

9784641174733

古澤 昌秋 先生

著者は日本における「女性の、女性のための、女性
による学問」としての「女性学」の生みの親。本著
は 150 年にわたる日本のフェミニズムを俯瞰するも
のであり、女性たちが何を問題として格闘してきた
のかを知るための入門書でもある。

〈理学部〉

うらおもて人生録

35 刷改版 若く、どん詰まりの時、出会いました。読者を選ぶ
本ですが、心に染みました。いまだに読み返します。
「全勝は不可能。負をうまく取り込め。9 勝 6 敗を
狙え。自分に大切なものは何かを突き詰めろ。」心
9784101270029
に残る本です。

色川 武大 著
［新潮社（新潮文庫）2014］

737円（税込価格）

堀江 孝史 先生

〈工学部〉

ゾウの時間 ネズミの時間
サイズの生物学
本川 達雄 著
［中央公論新社（中公新書）1992］

748円（税込価格）

堀口 正 先生

9784121010872

〈生活科学部〉

実践 自分で調べる技術
宮内 泰介、上田 昌文 著
［岩波書店（岩波新書）2020］

968円（税込価格）

動物はサイズによって時間の流れ方が異なるので
は？ そんな疑問から始まり、データを基に動物の
サイズに関する法則を紹介していく。本書は生物学
に留まらず、無次元数の概念等、化学工学や機械工
学、その他の学問領域にも通ずる知見を提供する。

9784004318538

地域で暮らす人びとがどのような悩みや問題を抱え
ているのか、またその処方箋とは何か。フィールド
ワーカーでもある著者が、調査の方法から文献・資
料の調べ方、そして論文・報告書の執筆まで、わか
りやすく解説している。
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前川 真行 先生

〈国際基幹教育機構〉

Bill Cunningham: On the
Street: Five Decades
of Iconic Photography
New York Times 著
［Clarkson Potter 2019］

10,296円（税込価格）

前澤 祐之 先生

9781524763503

〈理学部〉

まんが医学の歴史
茨木 保 著
［医学書院 2008］

2,420円（税込価格）

松浦 恆雄 先生

9784260005739

新版

木村 英樹 著
［筑摩書房（ちくま学芸文庫）2017］

松倉 治代 先生

9784480097644

川嶋 四郎、松宮 孝明 編
［法律文化社 2014］
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異文化を理解するには、その文化を生んだ言語を学
ぶのが一番です。本書は、中国語という言語の構造
を明らかにし、中国語をマスターしながら、中国文
化の特徴をも把握できる、滋味尽きない、稀有な入
門書です。

〈法学部〉

レクチャー日本の司法
2,750円（税込価格）

麻酔の無い古代から近代まで、研究者の諦めない努
力・熱意がいかに人々を救ってきたか。医師である
著者の人柄も琴線に触れる。コロナ禍だからジェン
ナーやコッホ、パスツールらのワクチン秘話は一層
胸に染みる。分野を超えて若い人達の夢・志を後押
しし勇気づける一冊。補足の絵（漫画）もあって読
みやすいと思うので是非手にとってみてほしい。

〈文学部〉

中国語はじめの一歩
1,320円（税込価格）

2016 年、87 歳で亡くなったファッション・フォト
グラファー、ビル・カニンガムがおよそ半世紀にわ
たって撮影し続けた、ニューヨークの街角を行き交
う人びとの生きたファッションの記録。ファッショ
ンについての最高の入門書。

9784589035592

民事裁判や刑事裁判の制度や手続の全体像を知るこ
とができます。法律専門科目を履修する基礎となり
ます。特に、第 13 章は、冤罪事件である布川事件
を題材に、日本の刑事手続の流れと問題点を学ぶこ
とができるため、おすすめです。

松村 篤 先生

〈農学部〉

世界史を大きく動かした
植物
稲垣 栄洋 著
［PHP エディターズ・グループ 2018］

1,540円（税込価格）※

9784569840857

シティ・ファーマー

世界の都市で始まる食料自給革命
ジェニファー・コックラル＝キング 著
白井 和宏 訳
［白水社 2014］※

2,640円（税込価格）

松本 英之 先生

9784560084021

私たちの身の回りにあるモノの多くは植物と密接な
関係をもっています。この本は数ある植物の中でも
特に世界史を大きく動かした植物が紹介されていま
す。「人類の影には、常に植物の姿があった。
」この
本を読んで人類と植物が紡いだドラマを堪能してみ
てください。
今、都市農業に熱い視線が注がれています。著者は、
「都市空間を見直し、どのように再設計して土地を
活用し、食料を自給するのか。食料を生産する人々
をどのように位置づけ、この地球をどのように扱う
のか、判断・決定すべき分岐点に私たちは立ってい
る。」と述べています。大阪府で食料生産を学ぶ学
生にとっては必読だと思います。

〈医学部〉

脳と人工知能をつないだら、 脳と AI の融合世界はもはや SF ではなく、私たち
人間の能力はどこまで拡張 の身近に迫りつつあります。本書では、脳―AI
融合の最先端を若手研究者が真摯に平易に紹介して
できるのか
います。10 年後の未来、私たちが一体どこへ、ど
紺野 大地、池谷 裕二 著
［講談社 2021］

1,760円（税込価格）

宮井 和政 先生
宇宙からの帰還

9784065265154

〈リハビリテーション学研究科〉
新版

立花 隆 著
［中央公論新社（中公文庫）2020］

946円（税込価格）

こまで到達できるのか、考える契機を与える一冊で
す。

9784122069190

民間人でも宇宙体験が可能となった今日こそ読みた
い、宇宙体験がヒトの精神面に与えるインパクトを
宇宙飛行士へのインタビューから掘り下げた渾身の
ルポルタージュ。重力から解放された精神や神経系
がどのように進化するのかという洞察にも満ちた一
冊。
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三宅 眞実 先生
奪われし未来

〈獣医学部〉

増補改訂版

シーア・コルボーン、
ダイアン・ダマノスキ、
ジョン・ピーターソン・マイヤーズ 著
［翔泳社 2001］

1,540円（税込価格）

9784881359853

保健所の「コロナ戦記」
TOKYO2020-2021
関 なおみ 著
［光文社（光文社新書）2021］

1,210円（税込価格）

宮脇 寛行 先生

初版は 1996 年に発表された、
いわば「古典」である。
しかし今だからこそ薦めたい。現代の重要な環境問
題、マイクロプラスチックにつながる最初の指摘が
ここにあった。今なお色褪せない引き込まれる文章
力、世界を驚かせた問題の一冊。

9784334045784

新型コロナウイルス感染症の発生により、多くの職
業人が全く違う世界を経験することになった。この
本は、未曾有な感染拡大と医療逼迫に見舞われた保
健所職員たちの壮絶な戦いを描く、必読のドキュメ
ンタリーである。

〈医学部〉

精神と物質

免疫学でノーベル賞を受賞し後に脳科学でも顕著
分子生物学はどこまで生命の謎を解 な業績を挙げる利根川進と、知の巨人と謳われた
ジャーナリスト立花隆の対談。利根川進の研究に対
けるか
する姿勢は 30 余年を経てなお示唆に富む。分野を
利根川 進、立花 隆 著
問わず学問を志す若者に読んでほしい一冊。
［文藝春秋社
（文春文庫）1993］
文庫本

726円（税込価格）

宮脇 幸生 先生

9784167330033

〈現代システム科学域〉

目の見えない人は
世界をどう見ているのか
伊藤 亜紗 著
［光文社（光文社新書）2015］

836円（税込価格）

9784334038540

結婚不要社会
山田 昌弘 著
［朝日新聞出版
（朝日新書）2019］※

825円（税込価格）
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9784022950208

私たちは、自分の見ている世界が客観的に存在して
いる世界だと思っている。けれども目の見えない人
の世界認識を扱うこの本を読むと、世界の存在のし
かたはとても多様だということがわかる。文化によ
る認識の違いや、生物種による認識の違いにも思い
を馳せさせてくれる、刺激的な本だ。
日本人の未婚率は急激に上昇しており、いまや男性
の 4 人に 1 人は、生涯を未婚で過ごす。著者は「パ
ラサイト・シングル」や「婚活」という言葉を流行
らせた名うての社会学者。なぜ現代の日本で結婚が
困難になっているのかを、家族社会学の観点から分
かりやすく説明している。

向井 伸哉 先生

〈文学部〉

モンタイユー

ピレネーの村 1294 〜 1324
上・下（刀水歴史全書）
エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ 著
井上 幸治、渡邊 昌美、波木居 純一 訳
［刀水書房 1990-1991］
上

3,080円（税込価格）

異端審問官の尋問を受けた農民たちの口からは、信
仰に関する事柄をこえて、村の日常生活、濃密な人
間関係、各人のかみしめた人生の喜びと悲しみが、
微に入り細に入り語り出される。本書は、今は失わ
れた 700 年前の小世界に読者を誘い、名もなき村人
たちの一度きりの生を体感させてくれる。

9784887080867

下
（新装版）3,631円
（税込価格）
9784887084711

森澤 和子 先生

〈工学部〉

学問の発見

著者は数学のノーベル賞ともいわれるフィールズ賞
数学者が語る「考えること・学ぶこと」 の受賞者。失敗や酷評にもくじけず粘り強く研究を
続けた日々が語られています。大学での学びの意義
広中 平祐 著
と学びの先にある発見と創造の愉しさが静かに伝
［講談社（ブルーバックス）2018］
わってきます。
1,100円（税込価格）

森田 耕平 先生

9784065124970

〈国際基幹教育機構〉

M/T と森のフシギの物語
大江 健三郎 著
［岩波書店（岩波文庫）2014］

1,045円（税込価格）

森永 英二 先生

9784003119723

〈情報学研究科〉

科学の社会史

ルネサンスから 20 世紀まで
古川 安 著
［筑摩書房（ちくま学芸文庫）2018］

1,430円（税込価格）

語り手（≒大江健三郎）が生まれ育った四国の「森」
に伝わる奇想天外な歴史が、読みやすい文体で語ら
れる。他の作品ともリンクしているので、大江の作
品に初めて触れる人／挫折した人に、ぜひ手に取っ
てほしい一冊。

9784480098832

皆さんは、これまでに修めた諸学問の基礎知識を土
台に、これから専攻分野の学問を高度に学んでいき
ます。それらの歴史的・思想的・社会的背景と発展
の系譜を俯瞰することは、
体系的な理解に有益です。
その嚆矢として本書を推薦します。
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安竹 貴彦 先生

〈法学部〉

大阪「断刑録」
明治初年の罪と罰

牧 英正、安竹 貴彦 著
［阿吽社 2017］

2,200円（税込価格）

山内 加絵 先生

9784907244316

〈看護学部〉

自分の頭で考える
日本の論点
出口 治明 著
［幻冬舎（幻冬舎新書）2020］

1,210円（税込価格）

山﨑 孝史 先生

9784344986053

井上 真琴 著
［筑摩書房（ちくま新書）2004］
9784480061867

山本 真由子 先生

日本漢詩の豊かな世界を知ることができる一冊。作
品の精緻な分析、漢詩の背景となる時代や詩人につ
いての詳しい考証が、流麗な文章で綴られる。とに
かく面白い。

−漢詩エッセイ−
本間 洋一 著
［和泉書院 2021］

9784757610071

横井 賀津志 先生

〈リハビリテーション学研究科〉

健康格差社会への処方箋
近藤 克則 著
［医学書院 2017］

2,750円（税込価格）
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刊行以来 12 刷を重ねる本書は、学術情報の電子化
をも視野に入れつつ、大学図書館の意義と利便性、
レファレンス活用法、冊子体と電子媒体の有効な使
い分けを丁寧に解説する。新入生諸君、大学の勉学
でわからないことは、遠慮なく図書館に訊こう！

〈文学部〉

詩人たちの歳月

1,650円（税込価格）

日本のコロナ対策は適切だったのか、仕事は AI に
奪われるのか……。情報で溢れている現代社会にお
いて、何が正しいのかを自分で判断することが大切
です。私たちが直面する重要な 22 の論点について、
自分の頭で考えてみましょう！

〈文学部〉

図書館に訊け！
902円（税込価格）

大阪地方検察庁にのこされていた明治初年の刑事裁
判記録を素材に、当時の法や裁判、刑罰などを、一
話完結で日本法制史研究者が読み解くとともに、激
動期の大阪に暮らした市井の人々の暮らしをうかが
うことができます。

9784260028813

「健康格差」という言葉を知っていますか。健康に
も格差が生じる時代に突入しています。個人ではな
く社会に目を向け、健康と不健康の境目を明らかに
し、社会のあり方に警鐘を鳴らす一冊。暮らし方、
生き方まで考えさせられる。

横山 久代 先生

〈国際基幹教育機構〉

フットパスによる
まちづくり

（文化とまちづくり叢書）
神谷 由紀子 編著
［水曜社 2014］

2,750円（税込価格）

由田 克士 先生

9784880653211

運動が続かないのは根気がないから？ いいえ、思
わず歩きたくなる環境づくりも重要です。フットパ
スづくりの事例を通じて、地域活性化や SDGs の達
成をめざして課題と向き合う過程を体感してもらえ
ればと思います。気になるフットパスには実際に出
かけてみよう！

〈生活科学部〉

疫学とはなにか

病気の原因やその予防法などを、詳細な調査とデー
データと理論思考で探る病気の原因 タ整理・解析から導き出す学問が疫学です。本書は
疫学の考え方やその手法をとてもわかりやすく記載
と予防
しています。データサイエンスに興味がある方にも
中村 好一 著
お薦めします。
［技術評論社 2021］
1,848円（税込価格）

吉田 寿子 先生

9784297119508

〈医学部〉

生命は

吉野弘詩集
吉野 弘 編
［リベラル社 2015］

1,320円（税込価格）

吉原 知志 先生

9784434206764

〈法学部〉

「大岡裁き」の法意識
西洋法と日本人
青木 人志 著
［光文社（光文社新書）2005］※

770円（税込価格）

9784334033002

ある法学者の軌跡
川島 武宜 著
［有斐閣 1997］

770円（税込価格）

詩集です。代表作「祝婚歌」に詠われた「正しいこ
とをいう時は、少し控えめにする方がいい。正しい
ことをいう時は、相手を傷つけやすいものだと気づ
いている方がいい」というフレーズをいつも心にと
めています。

9784641026223

法学部では法律を道具として使う勉強をしますが、
法律は道具であると同時に社会の構成要素であっ
て、社会学的な観察の対象ともなります。法文化論
はそんな学問であり、本書から法学の意外な一面を
知ると思います。
偉い法学者が、「法学って大学で研究する意味あん
の ? 何か面白いの ? そもそも学問て言えるの ?」と
いうことを法学部入学から晩年まで思索を重ねた自
伝です。
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吉原 雅昭 先生

〈現代システム科学域〉

認知症とともにあたりまえ
に生きていく
矢吹 知之 編著
［中央法規 2021］

2,420円（税込価格）

9784805883334

若森 みどり 先生

〈経済学部〉

贈与論 他二編
マルセル・モース 著
［岩波書店（岩波文庫）2014］

1,320円（税込価格）

渡邊 賢 先生

9784003422816

原田 正純 著
［岩波書店（岩波新書）1972］
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集団的存在としての人間の特徴を「与え、
受け取り、
与え返す」という贈与循環として捉えた、人類学者
による古典的名著。持続的な経済社会を柔らかく展
望し創造することが求められる時代に、手に取って
いただきたい一冊です。

〈法学部〉

水俣病
946円（税込価格）

認知症とともに生きる本人 2 人、認知症の専門医 2
人、経験豊かな福祉職 4 人が各々の実践の歩みを論
じた。本人の経験談は非常に興味深く、医療・福祉
職は各々が失敗した経験をふまえて記しており、と
ても豊かな内容である。

9784004111139

99％確実な事実を前に残り 1% の疑問に取り組む医
学者たちと、その 1% を口実として責任を回避しよ
うとする企業・行政の間におけるせめぎ合いの実例
（水俣病）を描いた本書は、SDGs の今日でもなお
多くの示唆を与える。

大阪公立大学共同出版会（OMUP）から最近出版された

大阪公立大学の先生の本

イノベーションへの道
ロバートGフランク 著
酒井 俊彦 訳
大阪府立大学高度人材
育成センター編
定価 : 1,650 円

978-4-909933-21-8
C3037

イノベーターへの道に必要なスキル、米国の
大学での最近の教育について、ニューメキシ
コ大学元総長による集中講義を翻訳してい
る。

TANKA《カタルーニャ
語短歌》私語
日本古典文学が海外へ
与えた影響の特殊例
小林 標 著

定価 : 3,960 円
978-4-909933-29-4
C3087

カタルーニャ語短歌の全歴史を述べた世界で
最初・唯一の書である。前世紀のその創始者
から始まって、2011 年出版の百首すべてを
短歌形式で訳した百人一首カタルーニャ語版
という偉業に至るまで、その道筋に登場する
詩人たちとその作品が翻訳とともに詳しく解
説されている。

大学の誇りと課題を
全員広報
学長からのメッセージ

アフラ・ベーンと
演劇について
―ひとつの演劇論―

定価 : 2,200 円

定価 : 2,970 円

辻洋著

978-4-909933-07-2
C0037

民間の研究職と大学の教授職を経験したのち
学長になった著者の 4 年間の入学式・学位記
授与式の式辞およびその背景をとりまとめ
た。

社会福祉法人制度改革の
展望と課題
関川 芳孝 編著

近藤 直樹 著

978-4-909933-25-6
C3098

イギリス 17 世紀の多彩な女性作家であるア
フラ・ベーンの劇作家としての側面を解明す
べく、彼女の代表作な作品 11 篇について論
じながら、併せて演劇というジャンルそのも
のへと考察を広げたものである。

活断層と私たちのくらし
―その調べ方と
つきあい方―
伊藤 康人 著

定価 : 1,980 円

定価 : 1,430 円

978-4-907209-96-4
C3036

978-4-907209-85-8
C0044

社会福祉法人制度改革の審議プロセスを検
証。その歴史的意義を踏まえつつ、公益性を
高める経営戦略を模索し、公益法人としての
社会福祉法人が今後めざすべき方向性を考察
する。

地震を起こす活断層の正体とは何か、地下の
割れ目をどうやって調べるか、迫り来る災害
といかにつきあうか、それが本書のテーマで
ある。
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OMUPとは

大阪公立大学共同出版会（OMUP）は大阪南部に位置する 5 公立大学、す
なわち大阪府立大学、大阪市立大学、大阪女子大学、大阪府立看護大学お
よび大阪府立看護大学医療技術短期大学部を構成する教授を中心として、
2000 年に設立されました。
大阪府立関係の４大学は 2005 年 4 月に統合され、さらに 2022 年 4 月に
は大阪市立大学とも統合され、大阪公立大学となりました。OMUP は、大
阪公立大学の教員および関係者が共同で運営する出版会となっています。
OMUP
また、OMUP は 2006 年に特定非営利活動法人（NPO）として認証されま
した。OMUP は一般の出版社において刊行が難しい優良学術図書の刊行頒
布を行い、大学における教育・学術研究の成果を広く国民に還元し、学術の振興および文化の発展に
貢献することを目的としています。

What is OMUP?
OMUP is a publishing society that was established in 2000 by professors of the five municipal
universities in southern Osaka: Osaka Prefecture University, Osaka City University, Osaka Women’s
University, Osaka Prefectural College of Nursing, and Osaka Prefectural College of Health Sciences.
The four prefectural universities were merged in April 2005, and then merged with Osaka City
University in April 2022 to form Osaka Metropolitan University. OMUP is run jointly by faculty
members and other staff of Osaka Metropolitan University.
OMUP has been a Non-Profit Organization (NPO) since 2006. Its purpose is to publish and distribute
quality academic books that may not have a chance to be published by commercial publishers, to present
the achievements of university education and research to the public, and to contribute to the academic
and cultural advancement.

28

特定非営利活動法人
大阪公立大学共同出版会（OMUP）
〒599-8531

大阪府堺市中区学園町 1-1

中百舌鳥キャンパス内
電話 072-251-6533

大阪公立大学

B14 棟 2 階

FAX 072-254-9539

Email omup@hs.osakafu-u.ac.jp
HP http://www.omup.jp/

