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松本工房の業務内容は、創意

と工夫とインスピレーション。

想像と創造のあいだに拡がる

遙かな地平で、知と理と美の作

物を生産する一人出版社です。

世界を0.1ミリずつ、一枚の紙
の厚さずつ、豊かにしたい。



Arts and Media / volume 05
大阪大学大学院文学研究科文化動態論専攻

アート・メディア論研究室 編集

▷本体1,800円＋税｜ ISBN978-4-944055-73-9

学知が秘める、快楽の極致。学問の多様性と愉しみ

のない世界に未来はない。芸術を切り口に、人と社

会のあり方を探求する大阪大学アート・メディア論研

究室が世に問う、新奇に真摯な学術誌。進境の第5号。

アサヒ・ブルース
マティアス・ポリティキ 著｜市川 明 編

▷本体2,200円＋税｜ ISBN978-4-944055-75-3

現代ドイツ文学界を牽引する作家の本邦初訳作品集。

「記憶のアクロバット」「穎
えいい

異のユーモア」と表される

鋭い洞察力と独特のセンスを持った作品は文学の形

式を越えて生み出され、本書においても短歌・俳句・

詩・画・散文として、その魅力を味わうことができる。

継ぐこと・伝えること
｜京都芸術センター叢書  一｜

茂山千五郎／富永茂樹／内田樹／山極壽一 他
▷本体2,500円＋税｜ ISBN978-4-944055-70-8

�e Myth｜赤阪友昭写真集
｜in ALASKA, CANADA | 1996-2006｜

赤阪友昭 著
▷本体3,500円＋税｜ ISBN978-4-944055-45-6

不純物100％
｜黒田武志オブジェクトブック #2｜

黒田武志 著  planned sandscape [operation another]
▷本体4,200円＋税｜ ISBN978-4-944055-44-9

ハロー 自閉症とミラーニューロン
小澄源太 著＋発行
▷本体1,700円＋税｜ ISBN978-4-944055-61-6

D：小澄源太＋構成：福永奈津＋ ED：ほおぶ堂／奥地潤

Arts and Media / volume 04
大阪大学大学院文学研究科文化動態論専攻

アート・メディア論研究室 編集
▷本体1,800円＋税｜ ISBN978-4-944055-64-7

牙なき時代の学問。興隆の第4号

TREATMENT ROOMS
｜旅する絵はがき serie:001｜
山本恵　colophon.発行
▷本体1,500円＋税｜ ISBN978-4-944055-56-2

CD：黒田武志（sandscape）＋D：松本久木

Arts and Media / volume 03
大阪大学大学院文学研究科文化動態論専攻

アート・メディア論研究室 編集
▷本体1,800円＋税　ISBN978-4-944055-54-8

知性を腐らせるな。堂々の第3号

こわれた椅子
｜旅する絵はがき serie:002｜
海一慶子 編　colophon.発行
▷本体1,500円＋税｜ ISBN978-4-944055-57-9

CD：黒田武志（sandscape）＋D：松本久木

Arts and Media / volume 02
大阪大学大学院文学研究科文化動態論専攻

アート・メディア論研究室 編集
▷本体1,800円＋税　ISBN978-4-944055-50-0

共鳴する、越境のクリエイティビティ。躍進の第2号

Ferris Wheel Diary
｜旅する絵はがき serie:003｜
内池秀人 編　colophon.発行
▷本体1,500円＋税｜ ISBN978-4-944055-58-6

CD＋D：黒田武志（sandscape）

Arts and Media / volume 01
大阪大学大学院文学研究科文化動態論専攻

アート・メディア論研究室 編集
▷本体1,800円＋税　ISBN978-4-944055-49-4

アカデミーは、狭すぎる。気鋭の創刊号

ワスレモノ
｜旅する絵はがき serie:004｜
黒田武志 編　colophon.発行
▷本体1,500円＋税｜ ISBN978-4-944055-59-3

CD＋D：黒田武志（sandscape）

Fantabulous
Day Starter 著　ondo発行
▷本体2,500円＋税
▷ISBN978-4-944055-68-5

AD＋D：阪口玄信（G_graphics）

B5変型判／187×187mm
128頁／並製本
ドイツ語原文付き／日本滞在
経験を基にした書き下ろし作
品、日本での講演録所収
AD＋D＋DTP：松本久木

A5変形版／150×205mm
232頁／並製本／両小口折り
リニューアル号／特集：小林
一三／巻頭言＋論文5編＋研
究ノート3本＋エッセイ ほか
AD＋D＋DTP：松本久木

新書判／106×173mm
400頁／並製本
本文特色印刷
原文付き／見開きでの対訳
掲載／訳者による解題付き
AD＋D＋DTP：松本久木

四六判／128×188mm
352頁／上製本／角背／ジャ
ケット箔押し・浮き出し加工
本文2色印刷
日独2カ国語表記
AD＋D＋DTP：松本久木

大竹野正典劇集成 III
大竹野正典 著  ▷本体2,300円＋税

▷ISBN978-4-944055-69-2

作家が駆け抜けた濃密な劇の時空。その

軌跡を顕す劇集成が、ここに完結する。

大竹野正典劇集成 II
大竹野正典 著  ▷本体2,800円＋税

▷ISBN978-4-944055-60-9

23歳で立ち上げた劇団「犬の事ム所」か
ら戯曲6本のほか、エッセイ・詩を収録。

大竹野正典劇集成 I
大竹野正典 著  ▷本体3,000円＋税

▷ISBN978-4-944055-51-7

48歳という若さで世を去った劇作家・演
出家、大竹野正典の“生き様”に迫る。

維新派大全
世界演劇／世界劇場の地平から

松本雄吉 他｜本体2,380円＋税
▷ISBN978-4-944055-33-3

維新派の全記録。

小野十三郎ノート〈別冊〉
寺島珠雄 著編｜本体2,300円＋税

▷ISBN978-4-944055-31-9

巨大な詩人・小野十三郎。その最期まで

を見守り側近にいた著者による記録集成。

ゆめにさまよう
新田美佳 著　ondo発行
▷本体1,400円＋税
▷ISBN978-4-944055-67-8

AD＋D：阪口玄信（G_graphics）

ゆめにさまよう
西塚 em 著　ondo発行
▷本体1,400円＋税
▷ISBN978-4-944055-66-1

AD＋D：阪口玄信（G_graphics）

ゆめにさまよう
谷川千佳 著　ondo発行
▷本体1,400円＋税
▷ISBN978-4-944055-65-4

AD＋D：阪口玄信（G_graphics）

SOMEWHERE
元永彩子 著　ondo発行
▷本体2,300円＋税
▷ISBN978-4-944055-63-0

AD＋D：阪口玄信（G_graphics）

オノマトヘア
wassa 著　ondo発行
▷本体1,800円＋税
▷ISBN978-4-944055-52-4

AD＋D：阪口玄信（G_graphics）

ワーグナーを旅する
｜革命と陶酔の彼方へ｜

市川 明 編＋21名の執筆者
▷本体2,800円＋税｜ ISBN978-4-944055-55-5

恋愛的演劇論
北村想 著
▷本体3,200円＋税　ISBN978-4-944055-62-3

劇作家・北村想の最初にして、最後の演劇論

こわれがめ 喜劇
｜Akira Ichikawa Collection No.2｜

ハインリヒ・フォン・クライスト 著｜市川 明 訳
▷本体1,200円＋税｜ ISBN978-4-944055-76-0

市川明によるドイツ語圏演劇翻訳シリーズ第2巻。偶
数頁にドイツ語原文を底本に即して附し、奇数頁に日

本語新訳を掲載。作品鑑賞のみならず、日独語比較

研究を試みる読者・研究者の便を図る意欲シリーズ。

言語と人間性
｜コンフリクト社会に見る言語行為と多言語｜

アブドゥルラッハマン・ギュルベヤズ 他著
▷本体3,800円＋税｜ ISBN978-4-944055-71-5

本書の目的は、コンフリクト社会についての考究の観

点および立場を転置することにより、コンフリクトの

言語性、すなわち社会的葛藤に関する我々の日常言

語の基礎機能を鋭敏にさせることである。


