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　政府・与党は 12 月 5 日、参議院特別委員会で特定秘密保護法案を強行採
決した。
　国民の知る権利、言論表現の自由が損なわれるとして、全国的に反対運動
が展開され、連日国会周辺には反対のデモが渦巻いた。にもかかわらず政府・
与党は、3 日、さいたま市での公聴会を突然開いてアリバイづくりを行い、

5 日、委員会で強行「採決」をした。数を頼りにした民主主義への暴挙であ
る。
　石破自民党幹事長が、抗議デモはテロであると発言したが、政府・与党の
基本的人権感覚の欠如を示すのみならず、こうした意識の下、秘密指定が際
限なく広がっていくことを意味している。このような暗黒社会を作ってはな
らない。
　出版協はこの法案に断固反対するものである。　　　　　（2013年12月6日）

●出版協理事 成澤壽信
現代人文社

　新型コロナウイルス感染症は、第

2 波といわれる拡大がつづいている。

いまだ終息の見通しがたっていない。

　出版協は、6 月末から 7 月はじめ

にかけて、新型コロナウイルス感染

症の拡大によって、会員各社が経営・

出版活動にどのような影響を受けた

のか、その現状と対策について、会

員 73 社と賛助会員が所属する９社

の計 82 社あてに、「新型コロナウイ

ルス感染症による影響についてのア

ンケート調査」を行った。調査の対

象期間は３月から５月までで、23

社から回答を得た。

　以下では、そのアンケート結果を

若干紹介するとともに（詳細は、出

版協ホームページを参照ください）、

小社の現状について考えてみた。

　Q １（新型コロナウイルス感染症

の拡大が、会社経営に影響をおよぼ

していますか）について、全体の８

割の社が影響がでていると回答した。

　そこで、Q ３で、３月から５月ま

での売上について、前年同月を「100」

として聞いた。回答していない１社

を除いて平均をとると、前年比３月

76.3％、４月 72.7%、５月 67.7%

となっている。徐々に影響が拡大し

ていったことがわかる。これは東日

本大震災後の売上減とは比べられな

い程大きい。６月以降が心配である。

　３月以降、売上が月平均 28％程

度も下がっている。この数字は自治

体が行っているセーフティネット４

号の認定条件である３カ月間の前年

平均比 20% 減を超えている。各社

の経営状態はかなり厳しいところに

追い込まれていると思われる。出版

社にとって、90 年代以降ずっと厳

しい状況が続いていたので、各社と

も余裕はない。余裕がまったくない

中でのコロナショックは経営の根幹

を揺るがす打撃になりかねない。

　小社での売上減の大きな原因は、

他社と同様に政府の緊急事態宣言以降、

大型書店の休業、大学休校による大

学生協の休業、ネット書店のカート

落ちが続いたことである。小社の主

力書である法律実務書については、

裁判所の公判延期や弁護士会の休業

があったため、その施設内にある書

店の休業がとくに影響した。また、

新刊点数の減がそれに拍車をかけた。

著者との打ち合わせを控えたことや

慣れないリモートワークによる編集

作業の遅れなどがその原因である。

　この減少幅は、東日本大震災直後

の数か月と比べても大きいし、その

回復の速度が遅いことが懸念される。

さっそく、政府や自治体のコロナ危

機対応策の助成金や給付金などを申

請した。しかし、これは短期の救済

策でしかない。後で述べるリモート

ワークなどによる編集・校正作業の

遅れを回復させて、新刊点数を通常

に戻し、書店売上を回復させること

は急務である。

　

　政府は、感染症予防のために、在

宅勤務やリモートワークを推奨して

いるが、その点について Q ２で聞い

たところ、ほぼ９割に近い社が実施

していると回答した。実施した社員

の割合では、全社員が６社で 30％、

８割が６社で 30％、７割と５割が

各３社で 15％となっている。小社

では、販売・総務関係でリモートワー

クができない業務を除いて、３月よ

り実施している。およそ６割程度行っ

ている。

　編集業務では、リモートワークの

比重はより高い。普段から原稿整理・

校正など書籍制作を自宅で行ってい

ることも多く、そうした業務がリモー

トワークに親和性をもっているもの

と思われる。

　しかし、新しい企画のための著者

開拓の点では、リモートワークは限

界がある。各種イベントへの参加や

著者との対面での打ち合わせは必須

であるからである。長期的には、企

画面で影響がでるのではないかと不

安が残る。

　さらに深刻なのは、従来対面でし

ていた書店営業であろう。感染防止

のため、８割の社が書店営業を行う

ことができなかったと回答している

（Q5）。これに替わるものとして、

出版協会員社のパイインターナショ

ナル代表・三芳寛要さんが中心になっ

て、「書店向け Web 商談会」を６月

にその第１回を開催した。新たな対

応策の一つとして特筆に値する。

　新型コロナウイルス感染症を完全

にコントロールするには、今後１年

以上かかるとの見解もある。コロナ

ショックは長期になるだろう。これ

を乗り切り、出版文化を維持してい

くためには、積極的な対応策が要求

される。出版協の理事の一人として、

情報提供の場をさらに設けたい。

消費税増税決定に抗議する（2012 年 8 月 20 日）

　　　　　　　　　　　　　　【1 頁より】

改正著作権法の再許諾を考える
原出版社と文庫出版社の立場が逆転
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あけまして、おめでとうございます

　本日成立した「著作権法の一部を改正する法律」は、出版者の電子出版
への対応を可能とし、紙媒体の原出版者に文庫化などに対する再許諾権が
認められるなどの歴史的側面と共に、主に以下のような看過できない問題
点がある。
　１　紙媒体と電子媒体の出版権が、出版者に一体的に付与されていない
　　ため、アマゾンなどの巨大な電子配信業者によって電子出版市場が支
　　配される道を開いた。
　２　出版者が紙媒体の出版権しか持てない場合、デジタル海賊版を差し
　　止めることができないなど、海賊版対策として致命的欠陥がある。
　出版者が紙と電子の出版権を一体的に保持できない場合、価格決定権を
失い、値引き競争に巻き込まれ、紙の出版物の売れ行きに悪影響を及ぼす
こととなり、企画から編集制作・広告販売にいたるまでを担う本来の出版
活動が成り立たなくなるおそれがある。早急に文化政策の観点から、フラ

ンスで成立した電子書籍の価格維持法のような法整備が求められる。
　我々出版者は、本改正法のもと、著作者との信頼・協力の上で、紙と電
子の出版権を一体的に設定する契約慣行の構築等を通じて、上記の問題点
に対応するよう努めていく。
　しかし本改正法は、日本の知の伝達と継承を担ってきた出版者を、危機
に陥れる可能性がある。早急に政府は本改正法を見直し、日本の出版文化
を防衛すべきである。
  
　なお、著作権保護期間切れのため保護されない出版物のうち、とくに文
化的学術的観点から、下記の出版物を出版した出版者の権利を、ヨーロッ
パ連合諸国で行っているように、一定の条件をつけて一定期間保護するた
めの法的整備を速やかに行うよう、重ねて要望する。 
　１　古典を新たに組み直し、あるいは翻刻・復刻して出版物を出版した
　　出版者。
　２　著作権が消滅した未発行の著作物を発行した出版者。

［声明］著作権法の一部を改正する法律に対する声明

●著作権法の一部を改正する法律に対する声明　  2014年4月25日



▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●魔宴
モーリス・サックス・著, 大野露井・訳
3600円 ／46 ／408頁 ／上製 4-7791-2670-3
C0097 ／9月8日
●ととのえる「いけばな」
渡来徹・著
2000円 ／A5 ／134頁 ／並製 4-7791-2678-9
C0076 ／9月16日
●ヨーロッパ古代「ケルト」の残照
武部好伸・著
2500円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2699-4
C0022 ／9月16日
●「リトルサイゴン」
－ベトナム系アメリカ文化の現在
麻生享志・著
3000円 ／46 ／292頁 ／並製 4-7791-2707-6
C0022 ／9月18日
●韓国スタディーツアー・ガイド（仮）
韓洪九・著, 崔順姫、韓興鉄・訳
2400円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7791-2696-3
C0036 ／9月24日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
https://31shobo.com
●滞空女－屋根の上のモダンガール
パク・ソリョン・著, 萩原恵美・訳
2000円 ／46 ／274頁 ／並製 4-380-20005-2
C0097 ／9月中旬

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●障害社会科学の視座, SQ選書19－障害者と健
常者が共に、類としての人間存在へ
堀利和・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7845-1749-9
C0030 ／9月8日
●評議会革命への途－新左翼の理論家・中村丈
夫精選論集
中村丈夫精選論集編纂委員会・編
3600円 ／A5 ／464頁 ／並製 4-7845-1872-2
C0030 ／9月8日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●スレブレニツァ・ジェノサイド
－25年目の教訓と課題
長有紀枝・編著
3200円 ／A5 ／272 頁 ／上製 4-7989-1646-0
C3030 ／9月30日
●パンソフィア－普遍的知恵を求めて, コメニ
ウスセレクション
コメニウス・著, 太田光一・訳
6800円 ／A5 ／648 頁 ／上製 4-7989-1653-8
C3310 ／9月30日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com

●九州の稀少植物探訪Ⅱ
－草本（秋冬）・つる・木本編
大工園認・著
3800円 ／46 ／330頁オールカラー／並製
 4-86124-427-8  C0645 ／9月中旬
●けんりは こどもの ハッピーパスポート,
南方ブックレット11
砂川真澄・著, 入江南津子・絵
1000円 ／A5 ／75頁オールカラー ／並製
4-86124-433-9  C8732 ／9月中旬
●関西電力  原発マネースキャンダル,
南方ブックレット12
末田一秀・著
1000円 ／A5 ／60頁 ／並製 4-86124-438-4
C0036 ／9月下旬

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●労働総研クォータリー  2020年夏季号No.117
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1886-7
C0336 ／9月1日
●理科教室  2020年10月号（No.790）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1554-5
C0340 ／9月20日
●日本の科学者10月号  vol.55
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1364-0
C0336 ／9月20日
●異風の人－時代・歴史小説に描かれた盲人像
髙林正夫・著
2200円 ／46 ／264頁 ／上製 4-7807-1979-6
C0095 ／9月23日
●私流  演技とは
－わが役者人生の歩みとともに
嵐圭史・著
1700円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7807-1977-2
C0074 ／9月23日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●GAFAという悪魔に
ジャック・セゲラ・著,
佐藤真奈美、小田切しん平・訳
2200円 ／46 ／228頁 ／上製 4-8461-2016-0
C0036 ／9月5日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●志帥会の挑戦
森田実・著
1091円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-1984-6
C0031 ／9月3日
●黒魔王
高木彬光・著
3000円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-1925-9
C0093 ／9月10日
●インストゥルメンタル・ユース
ソニー・スズキ・著, イラスト
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吉夏社
気天舎
教育史料出版会
健学社
健康と良い友だち社
現代企画室

現代書館
現代人文社
皓星社
合同出版
コスモの本
こぶし書房
コモンズ

【さ】
桜井書店
彩流社
三一書房
三元社
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東信堂
同時代社
道玄坂書房
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南方新社

【は】
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白澤社
晩成書房
ひとなる書房
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風濤社
風媒社
ブロンズ新社
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北樹出版
ポラーノ出版
本の泉社
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【ま】
明月堂書店
めこん
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▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●多様性ファシリテーション・ガイド
－参加型学習の理論と実践
森田ゆり・著
3600円 ／B5 ／328頁 ／並製 4-7592-2351-4
C0037 ／9月15日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●日本の堤防は、なぜ決壊してしまうのか？
－水害から命を守る民主主義へ
西島和・著
1600円 ／46変 ／168頁 ／並製
4-7684-5885-3  C0036 ／9月上旬
●魂が目覚める社会科授業
－世界に応える子どもたち
藤原孝弘・著
1800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7684-3581-6
C0037 ／9月下旬
●季刊 福祉労働168号
－特集：社会的距離（ソーシャルディスタン
ス）と共生
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／156頁 ／並製 4-7684-2368-4
C0330 ／9月下旬

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●手づかみ離乳食
－赤ちゃんが自分から食べる〈離乳法〉
田角勝・著
1600円 ／A5 ／116頁 ／並製 4-7726-1429-0
C2077 ／9月15日
●自己理解力をアップ！ 自分のよさを引き出す
38のワーク－見えない長所やストレスを知ろう
高山恵子・著
1800円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7726-1424-5
C0037 ／9月下旬
●７歳からできる みんなのハローワークゲーム
－自分のとくい・すきから将来の仕事をさがせ！
株式会社Kaien・監修
4600円 ／カード150枚 ／4-7726-5501-9
C8037 ／9月下旬
●今すぐ使える！ 特別支援アイデア教材50
－大塚特別支援学校の実践からうまれた作り
方・活用法
佐藤義竹・著
2000円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-7726-1409-2
C0037 ／9月下旬



2000円 ／A4変 ／32頁 ／上製 4-8460-1986-0
C0071 ／9月10日
●鉛筆でなぞる『法華経』
－「方便本」と「如来寿量品」
江間浩人・著
1500円 ／新書 ／344頁 ／並製
4-8460-1915-0  C0015 ／9月10日
●踊る白馬の秘密, 論創海外ミステリ257
メアリー・スチュアート・著, 木村浩美・訳
2800円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-1975-4
C0097 ／9月10日
●怪力男デクノボーの秘密,
論創海外ミステリ256
フランク・グルーバー・著, 熊井ひろ美・訳
2500円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-1973-0
C0097 ／9月10日
●芸術を愛し、求める人々へ
宮田徹也・著
1800円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8460-1895-5
C0070 ／9月10日
●認知症  ありのままを認め、そのこころを知る
－虎の門病院  認知症科の考え方
井桁之総・著
2000円 ／46 ／254頁 ／並製 4-8460-1971-6
C0047 ／9月21日
●消灯ラッパ, パレーズ・エンド4
フォード・マドックス・フォード・著,
高津昌宏・訳
2400円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8460-1977-8
C0097 ／9月21日
●定点観測  新型コロナウイルスと日本社会
－2020年前半, 論創ノンフィクション
森達也、上野千鶴子、武田砂鉄・著 
1800円 ／46 ／376頁 ／並製 4-8460-1951-8
C0036 ／9月21日
●リリカル・クライ－批評集1983-2020
林浩平・編著
3800円 ／46 ／520頁 ／上製 4-8460-1894-8
C0095 ／9月21日
●ペンテジレーア
クライスト・著, 仲正昌樹・訳
2000円 ／46 ／224頁 ／上製 4-8460-1952-5
C0074 ／9月24日

─8月に出た本

▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●広島の原爆－記憶と問い
真鍋禎男・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-87154-180-0
C3036 ／8月6日
●先生とお母さんへのエール
－子どもって、教育って素晴らしい
井上美惠子・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87154-181-7
C3036 ／8月19日
●精神障害者に心を寄せて－ほのぼの短歌集
細川久美子・著
1000円 ／46 ／80頁 ／上製 4-87154-179-4
C0095 ／8月19日
●月刊  数学教室 9月号（No.819）

－特集／計算の極意⁉①
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-090-9 ／8月7日

▼海象社／03-6403-0902
info@kaizosha.co.jp
http://www.kaizosha.co.jp
●カウントダウン－世界の水が消える時代へ
レスター・R・ブラウン・著, 枝廣淳子・監訳
2200円 ／46 ／272頁 ／並製 4-907717-64-3
C0036 ／8月1日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●旅の序章, 解放文学双書
善野　・編著
3000円 ／46 ／416頁 ／上製 4-7592-5603-1
C0093 ／8月6日
●ゲノム操作と人権
－新たな優生学の時代を迎えて
天笠啓祐・著
1400円 ／A5 ／125頁 ／並製 4-7592-6794-5
C0036 ／8月13日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●【普及版】関東大震災朝鮮人虐殺の記録
－東京地区別1100の証言
西崎雅夫・編著
2500円 ／A5 ／496頁 ／並製 4-7684-5886-0
C0021 ／8月14日
●田原藩, シリーズ藩物語
石川洋一・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7156-2  C0321 ／8月14日
●街角の共育学－無関心でいない、あきらめな
い、他人まかせにしないために
松森俊尚・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7684-3579-3
C0037 ／8月18日

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●れいわ一揆  製作ノート
原一男・編著
1700円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7744-0726-5
C0074 ／8月31日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●インスタントヘルプ！ 10代のためのジェン
ダークエストトレーニング－性のアイデンティ
ティ、その悩み・不安から心と体をヘルプする
ワーク
ライラン・ジェイ・テスタ、デボラ・クール
ハート、ジェイミー・ペタ・著
2800円 ／B5 ／184頁 ／並製 4-7726-1427-6 
C0037 ／8月6日
●ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれ
て。－スリランカ・農園労働者の現実から見え
てくる不平等

栗原俊輔・著
1400円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7726-1430-6
C0036 ／8月20日
●コロロメソッドで学ぶとけいがよめるワーク
シート－スモールステップでじこくをマスター
コロロ発達療育センター・編
1800円 ／A4 ／128頁 ／並製 4-7726-1414-6 
C0037 ／8月21日
●きつおんガール
－うまく話せないけど、仕事してます。
小乃おの・著
1400円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7726-1425-2
C0037 ／8月31日

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●甘いバナナの苦い現実
石井正子・編著
2500円 ／46 ／364頁 ／並製 4-86187-167-2
C0036 ／8月31日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●新たな和解の創出
－グローバル化時代の歴史教育学への挑戦 
馬暁華・編
3500円 ／A5 ／304頁 ／並製 4-7791-2693-2
C0020 ／8月5日
●青い目のジャン
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
3000円 ／46 ／380頁 ／並製 4-7791-2694-9
C0097 ／8月11日
●成功するＤＸ、失敗するＤＸ
－形だけのデジタル・トランスフォーメーショ
ンで滅びる会社、超進化する会社
兼安暁・著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2688-8
C0033 ／8月11日
●楽しく作る、美味しく食べる
－有機栽培の家庭菜園・ベランダ菜園入門
吉田恭一・監修, 加藤俊二・著
1800円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-7791-2667-3
C0061 ／8月11日
●親子二代予想屋－「競輪」七十年史
松垣透・著
2500円 ／46 ／250頁 ／並製 4-7791-2692-5
C0076 ／8月25日
●ときを駆ける老女
－台湾・日本から世界、そして台湾へ 
鈴木れいこ・著
1800円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2701-4
C0023 ／8月25日
●中国革命と写真－黎明期から文革まで
岡井耀毅・著, 岡井禮子・編
2500円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7791-2700-7
C0072 ／8月25日
●ちょっとケニアに行ってくる
－アフリカに無国籍レストランを作った男
池田正夫・著
1800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2689-5
C0026 ／8月25日
●再審・本能寺の変  光秀に信長は殺せたのか？ 
「再審・本能寺の変」製作委員会・著
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1600円 ／B5 ／120頁 ／並製 4-7791-2698-7
C0021 ／8月26日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
https://31shobo.com
●日本政治の病理
－丸山眞男の｢執拗低音｣と｢開国｣に読む
浅井基文・著
2500円 ／46 ／296頁 ／並製 4-380-20006-9
C0036 ／8月15日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●清水邦夫の華麗なる劇世界
井上理惠・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7845-1150-1
C0030 ／8月11日
●日韓記者・市民セミナーブックレット 1
－特集：日韓現代史の照点を読む
裵哲恩・編,
加藤直樹、黒田福美、菊池嘉晃・著
900円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7845-1146-4
C0030 ／8月18日

▼創森社／03-5228-2410	
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●日本ワインの夜明け－葡萄酒造りを拓く
仲田道弘・著
2200円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-88340-343-1
C0061 ／8月25日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●“適者生存”戦略をどう実行するか
－卸売市場の“これから”を考える
市場流通ビジョンを考える会幹事会・監修,
藤島廣二・編
1000円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-8119-0579-2
C3033 ／8月11日
●協働ガバナンスと中間支援機能
－環境保全活動を中心に, SDGs時代のESDと社
会的レジリエンス研究叢書2
佐藤真久、島岡未来子・著
2000円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-8119-0578-5
C3037 ／8月11日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●米国地域社会の特別目的下位自治体－生活基
盤サービスの住民参加実際のガバナンス,
コミュニティ政策叢書8
前山総一郎・著
3600円 ／A5 ／304頁 ／上製 4-7989-1575-3
C3036 ／8月15日
●フレーベルの幼稚園の原理－批判的検討
ウィリアム. H. キルパトリック・著,

乙訓稔、別府愛、笹川啓一、廣嶋龍太郎、今井
康晴、八木浩雄・訳
2100円 ／A5 ／184頁 ／上製 4-7989-1635-4
C3037 ／8月24日
●グローバル保健ガバナンス
城山英明・編著
3200円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7989-1653-8
C3032 ／8月30日
●日本の異言語教育の論点
－『ハッピースレイヴ』症候群からの覚醒
大谷泰照・著
2700 円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-7989-1648-4
C3037 ／8月31日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●海軍兵と戦争－戦争と人間を語る
宮島孝男・編著
1300円 ／46 ／132頁 ／並製 4-86124-435-3
C0031 ／8月15日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.hitonarushobo.jp
●ヴァンスのフレネ学校
－学校形式の再構築に向けて
アンリ-ルイ・ゴ・著，阿部一智・訳
5000円 ／A5 ／408頁 ／並製 4-89464-272-0
C3037 ／8月7日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●愛と和食がすべてを癒やす
井上明・著
1400円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7807-1973-4
C0077 ／8月7日
●作文と教育  2020年8・9月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1737-2
C0337 ／8月20日
●日本の科学者9月号  vol.55
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1363-3
C0336 ／8月20日
●理科教室  2020年9月号（No.789）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1553-8
C0340 ／7月20日
●「原子爆弾」その前後  原民喜小説選
原民喜・著
1400円 ／B6変 ／280頁 ／並製
4-7807-1978-9  C0093 ／8月23日
●百姿繚乱  嵐圭史舞台生活七〇年
－煌めきの役々・舞台写真集
嵐圭史・著
2700円 ／A4変 ／98頁 ／並製
4-7807-1972-7  C0072 ／8月23日
●写真家の心  詩人の眼

小松健一・著
2500円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7807-1976-5
C0095 ／8月23日

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●東南アジアのスポーツ・ナショナリズム
－SEAP GAMES／SEA GAMES 1959-2019年
早瀬晋三・著
4000円 ／A5 ／368頁 ／上製 4-8396-0322-9
C0030 ／8月6日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●科学者の社会的責任を問う
荻野晃也・著
2500円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8461-2014-6
C0036 ／8月18日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●近代出版史探索Ⅲ
小田光雄・著
6000円 ／46 ／704頁 ／上製 4-8460-1963-1
C0095 ／8月1日
●空襲にみる作家の原点
－森内俊雄と瀬戸内寂聴
富永正志・著
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8460-1970-9
C0095 ／8月3日
●シベリア記－遙かなる旅の原点
加藤九祚、川崎建三、司馬遼太郎・著
2200円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-1949-5
C0095 ／8月18日
●ヘル・ホローの惨劇, 論創海外ミステリ254
Ｐ・Ａ・テイラー・著, 清水裕子・訳
3000円 ／46 ／360頁 ／並製 4-8460-1941-9
C0097 ／8月18日
●笑う仏, 論創海外ミステリ255
ヴィンセント・スターレット・著,
福森典子・訳
3000円 ／46 ／320頁 ／上製 4-8460-1957-0
C0097 ／8月18日
●佐左木俊郎探偵小説選Ⅰ,
論創ミステリ叢書124
佐左木俊郎・著
4000円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-8460-1926-6
C0093 ／8月18日
●フランス史Ⅷ－宗教改革
ジュール・ミシュレ・著, 桐村泰次・訳
4900円 ／46 ／540頁 ／上製 4-8460-1964-8
C3022 ／8月22日
●誰が命を救うのか－原発事故と闘った医師た
ちの記録, 論創ノンフィクション4
鍋島塑峰・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-8460-1940-2
C0036 ／8月29日
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●会員社一覧

【あ】
あけび書房
梓出版社
アーニ出版
ありな書房
一光社
インパクト出版会

【か】
海象社
解放出版社
海鳴社
花伝社
雁思社
吉夏社
気天舎
教育史料出版会
健学社
健康と良い友だち社
現代企画室

現代書館
現代人文社
皓星社
合同出版
コスモの本
こぶし書房
コモンズ

【さ】
桜井書店
彩流社
三一書房
三元社
自然食通信社
社会評論社
出版人
松柏社
新宿書房
新泉社
水声社

随想舎
数学書房
スタジオタッククリエイティブ
青灯社
世織書房
せりか書房
千書房
創森社
創土社
草風館

【た】
知泉書館
筑波書房
柘植書房新社
東信堂
同時代社
道玄坂書房

【な】
南方新社

【は】
パイインターナショナル
白澤社
晩成書房
ひとなる書房
批評社
風濤社
風媒社
ブロンズ新社
ぺりかん社
北樹出版
ポラーノ出版
本の泉社
ほんの木

【ま】
明月堂書店
めこん
木犀社

【や】
唯学書房
有志舎

【ら】
緑風出版
ロクリン社
論創社

【2020年9月現在●73社】


