
 

 

第３６回 学長定例記者会見 お知らせ事項３  

 

平成２４年１２月２６日  

 

広島大学出版会より新刊本２冊を刊行   

  

 

 

広島大学出版会では、このたび新刊本を２冊刊行しました。  

 

大学院総合科学研究科・島谷謙教授の「日本を愛したドイツ人－ケンペ

ルからタウトへ－」は、変貌する近代日本の姿を、江戸から昭和の間に来

訪したドイツ人の記録から読み解きます。  

 

 また、大学院医歯薬保健学研究院・杉山政則教授の「植物乳酸菌の挑戦

－未病および生活習慣病から化粧品まで－」は、植物由来の「植物乳酸菌」

の優れた保健機能性を解説し、その活用戦略をわかりやすくまとめた一冊

です。 

 

いずれも、広島大学生協、広島市内の紀伊国屋・ジュンク堂書店および

amazon で購入することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
【お問い合わせ先】  

学術・社会産学連携室 

図書学術情報企画グループ   藤井・尾崎・三宅  

TEL:082-424-6226、FAX:082-424-6211   

  



四六版 125ページ
定価830円
ISBN 978-4-903068-21-3

*身近なエネルギー利用のしくみ

⽇常的に接している13の機器につ
いて分かりやすく⼯学的説明を加え、
複数の原理が効果的に組み合わ
されて1つの機器として機能してい
る様⼦を説明する。

広島大学次世代エネルギープロジェクト研究センター編

*タイの教師教育改革
―現職者のエンパワメント― 牧 貴愛 著

A5版 214ページ
定価5775円
ISBN 978-4-903068-22-0

教員の質的向上について、「専
門職としての教員」「教員に求め
られる資質・能⼒」「教員に求め
られる倫理」といった観点からタイ
の改⾰内容を体系的に解明す
る。

*名前で読み解く英文学
―シェイクスピアとその前後の詩人たち―

吉中 孝志 著

四六版 159ページ
定価893円
ISBN 978-4-903068-24-4

英⽂学の名著に登場する⼈物
⾃⾝や愛する⼈の名前に隠され
た痕跡を分析することによって、詩
⼈たちの⽣きた時代や彼らの⼼を
読み解こうとする。

*原爆と広島大学「生死の火」学術編

広島大学原爆死没者慰霊行事委員会編集

B5版 314ページ 復刻版
定価2205円
ISBN 978-4-903068-23-7

広島の原爆被害を受けた⼤学と
しての使命感に基づき、現場の資
料による被害状況や社会的対応
についてまとめた学術報告集。被
爆30年に⾏われた追悼事業で発
⾏したものの復刻。

○表⽰価格は全て税込みです。

*日本を愛したドイツ人
―ケンペルからタウトへ―

江⼾から昭和の間に来訪した⼗数
名のドイツ⼈の作品等を読み解き、
彼らの⽇本体験と⽇本観の軌跡を
捉え、近代⽇本とはどのような時代
だったのか、変貌する⽇本の姿をド
イツ⼈の記録を通して探る。

A5版 429ページ
平成24年9月28日発行
定価3675円
ISBN 978-4-903068-25-1

*植物乳酸菌の挑戦
―未病および生活習慣病から化粧品まで―

○お問い合わせはこちらまで○
〒739-8512 東広島市鏡⼭1丁目2番2号
TEL(082)424-6226 FAX(082)424-6211
e-mail：press＠hiroshima-u.ac.jp
http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/press/

○書籍のご購⼊は下記販売取扱い店まで○
広島⼤学消費⽣活協同組合 TEL(082)423-8285
紀伊國屋書店 広島店 TEL(082)225-3232
ジュンク堂書店 広島店 TEL(082)568-3000
Amazon.co.jp http://www.amazon.co.jp/

島谷 謙 著 杉山 政則 著

乳酸醗酵の科学と⾷⽂化の歴史
から、植物由来の乳酸菌「植物乳
酸菌」の優れた保健機能性を解
説し、病気の予防や未病の改善
に向けた乳酸菌の活⽤戦略をわ
かりやすくまとめた⼀冊。
小B6版 150ページ
平成24年10月31日発行
定価1155円
ISBN： 978-4-903068-26-8



*フランス中世の文学
原野 昇 著

フランス中世の代表的な作
品を具体的に取り上げ、フ
ランス中世⽂学研究のおも
しろさ、課題等を⽰す。
A5判・229頁 定価1875円
ISBN978-4-903068-01-5

*広島大学の五十年
広島大学五十年史編集委員会
広島大学文書館 編

新制広島⼤学の発⾜から
創⽴50周年までの歴史。
前⾝の旧制諸学校の沿⾰
にも⾔及。
A5判・482頁 定価1200円
ISBN978-4-903068-08-4

*ヘンリー・ヴォーン詩集
―光と平安を求めて―

吉中 孝志 〈訳・注〉

初期近代英国形⽽上派
詩⼈の1⼈、ウェールズの神
秘主義者、光の詩⼈、ヘン
リー・ヴォーンの代表的詩群
の本邦初訳。
A5判・468頁 定価4910円
ISBN978-4-903068-02-2

*レザー・シャー独裁と国際関係
―転換期イランの政治史的研究―

吉村 慎太郎 著

パフラヴィー王朝初代国王レ
ザー・シャーが⽀配した戦間
期イランの内政と国際関係を
検討。

A5判・392頁 定価3980円
ISBN978-4-903068-09-1

*16世紀イングランド行財政史研究

井内 太郎 著

16世紀イングランドの国家財
政構造の特質を分析し、なぜ
17世紀半ばの内乱期に破綻
するかを明らかにする。

A5判・439頁 定価4290円
ISBN978-4-903068-03-9

*「近代」前夜の詩人 黄遵憲

小川 恒男 著

清末の詩⼈である⻩遵憲
の作品を分析し、彼の世
界観や⽂学観について論
ずる。

A5判・374頁 定価3979円
ISBN978-4-903068-10-7

*日本経済の構造変化と
長期推移の経済分析

市橋 勝 著

「失われた10年」といわれ
た90年代の特徴を明ら
かにし、⻑期不況の原因
を分析する。
A5判・304頁 定価4326円
ISBN978-4-903068-05-3

*近代日本社会史研究序説

布川 弘 著

近代後期から1920年代に
⾄る⽇本的近代家族の形
成過程を考察。

B5判・212頁 定価2146円
ISBN978-4-903068-13-8

*アッティカの碑文文化
―政治・宗教・国家―

前野 弘志 著

アッティカ地域の碑⽂⽂化
の諸相を明らかにする。碑
⽂のテキストのほか、写真も
掲載。
A5判・600頁 定価3362円
ISBN978-4-903068-06-0

*離婚紛争の法社会学

小谷 朋弘 著

離婚にかかる法の中に離
婚弱者を⽣み出す原因を
探り、問題解決の⽅途を
⽰す。

A5判・354頁 定価5000円
ISBN978-4-903068-14-5

*SIPRI年鑑
―軍備,軍縮及び世界の安全保障2006―

広島大学SIPRI年鑑日本語翻訳
判刊行委員会訳・編

今⽇における国際紛争、軍縮、
安全保障の主要な問題に対する
情報収集⼒と分析⼒で⾼く評価
されている「SIPRI年鑑」待望の
⽇本語翻訳版。
B5判・944頁 定価21000円
ISBN978-4-903068-07-7

*資料の探し方
―広島大学生のための情報探索ガイド―

広島大学図書館 編

学⽣が⾃発的に調査等を
⾏う際に必要となる、学術
情報の探査法と必要とする
情報の⼊⼿法について解
説。
A5判・改訂2版・140頁
定価351円
ISBN978-4-903068-15-2

*黎初ヴェトナムの政治と社会－

八尾 隆生著

ヴェトナムに「安定した⼩農
社会の１５世紀」をもたらし
た黎朝について論ずる。

A5判・493貢
定価5,129円
ISBN978-4-903068-12-1

*方言の山野を歩く
―藤原与一文庫目録―

*確率・統計の数学的基礎

広島大学図書館 編
町 博光 監修

藤越 康祝、若木 宏文、
栁原 宏和 著

⽅⾔研究の泰⽃、広島
⼤学名誉教授藤原与⼀
博⼠が遺された研究資料
の目録。

確率と統計の基礎理論を数学
的に解説した教科書。理論的
基礎に重点を置く講義に使⽤
出来る他、今⽇的な情報も豊
富である。

B5判・149頁
定価1400円
ISBN978-4-903069-19-0

B5判・373頁
定価1400円
ISBN978-4-903069-20-6

*われらユダヤ系ドイツ人
―マイノリティから見た

ドイツ現代史1893-1951―
*ドイツ統一と教授学の再編

―東ドイツ教授学の歴史的評価―

*中国高等教育の拡大と
大卒者就職難問題

―背景の社会学的検討―長田 浩彰 著
吉田 成章 著

李 敏 著

ユダヤ教徒とキリスト教に改宗し
た⼈々を「ユダヤ系ドイツ⼈」と
いう共通概念で捉え、1893-
1951年のドイツ史をマイノリティ
側から描く意欲作。

ドイツ統⼀によって教授学がど
のように再編されるかを、東ドイ
ツ教授学の歴史的評価を中
⼼として検討した研究成果で
ある。

はたして中国の⾼等教育
の⼤衆化は、⼤卒者の就
職難を引き起こした「元凶」
なのか。緻密なデータ分析
に基づき、中国の⾼等教
育及び⼤卒者の就職の実
態を探る。A5判・512頁

定価6900円
ISBN978-4-903068-16-9

A5判・311頁
定価4900円
ISBN978-4-903069-17-6

A5判・249頁
定価3800円
ISBN978-4-903069-18-3

*英語の冠詞－歴史から探る本質－樋口昌幸著 *今中文庫目録―近代今中家と広島藩― 広島大学図書館研究開発室編《品切れ》
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