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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 髙野政司
解放出版社

　始まりは今年の 2 月の東京オリン

ピック・パラリンピック組織委員会

の森喜朗元総理の会長辞任であった。

「女性がたくさん入っている理事会は

時間がかかる。女性は競争意識が強い。

誰か一人が手を挙げて言うと、自分

も言わないといけないと思うんでしょ

うね」と発言をして批判をあびた。

オリンピック・パラリンピックの精

神に反する不適切な表現だったと謝

罪をし、会長の辞任は否定するも、

一度は静観したＩОＣの「不適切で

（男女平等を目指す）ＩОＣの公約に

も反している」との声明を受け辞任

をした。

　翌月には開閉会式の演出総合統括

がタレントの容姿を侮辱するような

プランを提案していたことが発覚し

てこちらも辞任をした。

　開会が迫る 7 月になって音楽担当

のミュージシャンが過去に障害があ

る同級生へのいじめ・虐待を反省す

ることなく雑誌でかたっていること

への批判がインターネット上で拡散、

組織委員会の続投方針もあったが辞

任を受理のカタチとなる。

　極めつけは、開会式まで二日とな

い時に演出担当者のユダヤ人大量虐

殺（ホロコースト）を容認するよう

なスタンスでコントの題材にしてい

たことがインターネットで拡散して

米国のユダヤ系人権団体からも非難

の声明が出され、辞任の受理ではな

く解任をされた。7 月の二つの件は

当月の14日に開会式の担当メンバー

が公表されてその後、ＳＮＳで問題

が指摘をされて瞬く間に辞任、解任

となったようである。

　これだけよくも人権、差別にかん

して問題を指摘されるメンバーが揃

うものだと、なぜなのかと考えてし

まう。開催が延期になって昨年の

12 月に開閉会式の担当者が総入れ

替えになったようである。今回のメ

ンバーは 3 月に辞任をした演出総合

統括に人選を一任したとのことのよ

うだ。どう考えてもオリンピック・

パラリンピックが唄う理念に基づい

た一任や人選がおこなわれたとは思

えない。「うけ」や「めだち」のでき

る人たち、「おともだち」たちなので

あろうか。

　ＳＮＳなどを通して差別を許さな

いと、人権は擁護をすると声をあげ

たから、上記の人たちは檜舞台から

退場をせざるを得ない結果となった。

ただ、退場をしたこととその理由を

理解したうえなのかそうではないの

かは別問題である。

　今回、ＳＮＳの拡散の規模や速さ、

力の大きさを再認識させられた。た

だ、組織委員会や関係者にとっては

好ましくはない、マイナスの措置を

とらざるを得なかった要因に、大会

スポンサーの意向が働いていると考

えるのが普通であろう。森前会長の

辞任にあたっても、最初の謝罪は真

の反省ではなく「あやまればいいだ

ろう」というような態度（最後まで

一貫している）、沈黙のＩОＣから「不

適切」の事務局声明でようやくの辞

任は最大スポンサーの米放送大手の

意向があったからと推測をする。同

じように、演出総合統括や音楽担当

の対処についても、最初は擁護的態

度や続投の意向をだしてＳＮＳをは

じめとする世論の動きをみることも

あろうが、決め手は国内のスポンサー

の意向が大きく反映をしているとや

はり推測をしている。

　森前会長や開閉会式の担当者たち

にとっては一つのけじめかもしれな

いが、その他にいろいろな問題を提

起している。

　女性蔑視の発言は、男女平等や性

的少数者への人権侵害・差別に対し

て大きなマイナス要因である。

　いじめについて加害者は「軽い気

持ち」での行為かもしれないが、受

ける側は生涯それがつきまとうこと

もある。被害者は立場的によわく声

をあげにくい。今回、ＳＮＳは人権

侵害や差別に対し「ダメ」との力を

発揮したが、時と場合により声をあ

げた者に対してバッシングの側に立

つことも現実である。

　ホロコーストは、第二次世界大戦

のナチスのおこなった過去のことで

はなく、現在でもおこりうる現実的

問題でもある。いろいろな被害者の

救済、ヘイトスピーチなどに対して

差別を許さない体制や制度について

考える出版の役割を再確認すること

となった。

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



C0020 ／8月上旬
●赤い魚の夫婦
グアダルーペ・ネッテル・著, 宇野和美・訳
2200円 ／46 ／160頁 ／上製 4-7684-5902-7
C0097 ／8月中旬

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●哲さんの声が聞こえる
－中村哲医師が見たアフガンの光
加藤登紀子・著
1700円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7726-1465-8
C0036 ／8月2日
●技術・家庭科ものづくり大全
－その教育理念と授業実践
産業教育研究連盟・編
3000円 ／A5 ／656頁 ／並製 4-7726-1473-3
C0037 ／8月23日
●今日から使える！特別支援iPad活用法－見え
る・わかる・できる・使える111のアイデア
内田義人・著, 青木高光・監修
2000円 ／B5 ／144頁 ／並製 4-7726-1452-8
C0037 ／8月25日
●コロロメソッドで学ぶ  ことばの発達ワーク
シート①－原因と結果から理由を説明する
コロロ発達療育センター・編
1500円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1472-6
C0037 ／8月25日
●図録  東京大空襲
東京大空襲・戦災資料センター・編
1300円 ／A4 ／88頁 ／並製 4-7726-1319-4
C0036 ／8月30日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●カマラ・ハリスの流儀
－アメリカ初の黒人女性副大統領
ダン・モレイン・著, 土田宏・訳
2500円 ／46 ／400頁 ／並製 4-7791-2769-4
C0031 ／8月3日
●フレデリック・ショパン－その情熱と悲哀
フランツ・リスト・著, 八隅裕樹・訳
2700円 ／46 ／280頁 ／上製 4-7791-2765-6
C0073 ／8月4日
●一つ目の諏訪大明神
－一目一足の鍛冶神と諏訪氏の謎
皆神山すさ・著
2000円 ／46／280頁 ／並製 4-7791-2772-4
C0021 ／8月4日
●紀行  忘却を恐れよ
立野正裕・著
3000円 ／46 ／332頁 ／並製 4-7791-2767-0
C0095 ／8月12日
●ウィーン工房－帝都のブランド誕生にみる
オーストリア近代デザイン運動史
角山朋子・著
4800円 ／A5 ／440頁 ／上製 4-7791-2743-4
C0070 ／8月16日
●魅力的な十人の女性
高畠久・著
1800円 ／46 ／232頁 ／並製 4-7791-2773-1
C0095 ／8月24日

●イスパニア国王フェリーペ二世に裏切られた
男－アントニオ・ペレスの帰郷
荻内勝之・著
3500円 ／46 ／540頁 ／並製 4-7791-2766-3
C0022 ／8月24日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●実録  明治学院大学〈授業盗聴〉事件　
－盗聴される授業、検閲される教科書
寄川条路・編
1000円 ／A5 ／144頁 ／ブックレット
4-7845-1591-2 C0030 ／8月12日
●「おとなの女」の自己教育思想－国立市公民
館女性問題学習・保育室活動を中心に
村田晶子・著
4500円 ／A5 ／528頁 ／上製 4-7845-1152-5
C0030 ／8月12日

▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
http://seorishobo.com
●いわさきちひろと戦後日本の母親像
―画業の全貌とイメージの形成
宮下美砂子・著
4200円 ／A5 ／344頁 ／上製 4-86686-019-0
C3036 ／8月11日

▼食べもの通信社／03-3518-0622
tabemono@trust.ocn.ne.jp
https://www.tabemonotuushin.co.jp
●伝統の技キラリ！ 暮らしを彩る和食器具
食べもの通信社編集部・編
1600円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7726-7712-7
C2077 ／8月10日
●食べもの通信9月号 607号－特集：災害時に
大切な「食」への備えは大丈夫？
家庭栄養研究会・編
660円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7147-7
C0036 ／8月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●アグリビジネスと現代社会
冬木勝仁、岩佐和幸、関根佳恵・編
3000円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-8119-0596-9
C3033 ／8月30日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●グローバル化、デジタル化で教育、社会は変
わる
ホーン川嶋瑤子・編著
2600円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-7989-1710-8
C3037 ／8月15日
●旧制東京高等師範学校及び東京文理科大学
八〇年のあゆみ
―大学の未来と理想の人間像を求めた人々
山田宣夫・著
14000円 ／A5 ／1072頁 ／上製
4-7989-1720-7  C3037 ／8月20日
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のリストです。
●このリストから注文される場合、それぞれの出
版社に直接、FAXかEメールを送って下さい。
担当者名、希望条件、連絡方法も明記して下さい。

●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
アルファベータブックス
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

【2021年8月現在●74社】

「総額表示」はしていません
価格は「本体価格」で表示

ISBNは冒頭の「978-」を
省略して掲載しています

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●福島の甲状腺検査と過剰診断
－子どもたちのために何ができるか 
髙野徹、緑川早苗、大津留晶、菊池誠、児玉
一八・著
2000円 ／A5 ／210頁 ／並製 4-87154-190-7
C3047 ／8月5日
●原爆スラムと呼ばれたまち
－ひろしま・基町相生通り 
石丸紀興、千葉桂司、矢野正和、山下和也・著
2000円 ／A5 ／212頁 ／並製 4-87154-191-4
C3036 ／8月5日
●令和のローカルメディア
－防災・関係人口拡大に向けた課題』
松本恭幸、佐藤和文、佐藤博昭・著
2000円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-87154-192-3
C3036 ／8月5日
●「二桁九九」で眠る
－眠れないあなたに
野崎佐和・著
1400円 ／46 ／136頁 ／並製 4-87154-193-0
C0095 ／8月5日
●月刊 数学教室 9月号（No.831）
－デジタル時代の秘伝の授業①
数学教育協議会・編
1000円 ／80頁 ／並製 4910-14229-091-6
8月7日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●京阪電鉄沿線アルバム
－昭和～平成
辻良樹・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-874-1
C0026 ／8月27日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●きりえや偽本大全
－名作文学パロディの世界
高木亮・著
2000円 ／46 ／244頁 ／上製 4-7684-5903-4
C0095 ／8月上旬
●ポーランド孤児・「桜咲く国」がつないだ
765人の命【増補改訂版】
山田邦紀・著
2200円 ／46 ／296頁 ／上製 4-7684-5906-5



●有賀喜左衞門
－社会関係における日本的性格
熊谷苑子・著
2300円 ／A5 ／184頁 ／上製 4-7989-1708-5
C3036 ／8月30日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●奄美の自然入門
常田守、外尾誠・著
1800円 ／A5 ／134頁 ／並製 4-86124-453-7
C0045／ 8月上旬
●大島紬の源流を探る
西之園君子・著
1800円 ／A5 ／110頁 ／並製 4-86124-454-4
C0039／ 8月下旬

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●絹大好き3  織る・編む・着る＆食べる
中山れいこ・著
2364円 ／AB ／144頁 ／並製 4-7807-1814-0
C2077 ／8月上旬
●労働総研クォータリー
2021年夏季号No.120
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1889-8
C0336 ／8月10日
●作文と教育 2021年8・9月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1744-0
C0337 ／8月10日
●日本の科学者9月号 vol.56
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2058-7
C0336 ／8月20日
●理科教室  2021年9月号（No.801）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1565-1
C0340 ／8月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●プルトニウム（仮）
—原子力の夢の燃料が悪夢に
フランク・フォンヒッペル、田窪雅文、カン・
ジュンミン・著
2600円 ／A5 ／200頁 ／上製 4-8461-2116-7
C0036 ／8月下旬
●高血糖は万病のもと（仮）
長山淳哉・著
1800円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8461-2115-0
C0036 ／8月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●谿聲山花
伊藤勳・著
3000円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2067-5
C0095 ／8月3日

●新選  林芙美子童話集  第2巻
林芙美子・著, 廣畑研二・編, 
久保谷智子・イラスト
2000円 ／46 ／216頁 ／上製 4-8460-1993-8
C8093 ／8月3日
●吉本隆明  全質疑応答Ⅰ－1963～1971
かきくけこ・編著
2200円 ／46 ／400頁 ／並製 4-8460-2026-2 
C0090 ／8月3日
●異邦人の歌－なかにし礼の〈詩と真実〉
添田馨・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-2060-6
C0095 ／8月6日
●京劇名優・梅蘭芳と日本
袁英明・著
3800円 ／A5 ／408頁 ／上製 4-8460-1863-4
C0074 ／8月24日
●黒き瞳の肖像画,  論創海外ミステリ271
ドリス・マイルズ・ディズニー・著,
友田葉子・訳
2800円 ／46 ／312頁 ／上製 4-8460-2046-0
C0097 ／8月24日
●ツァーリと民衆－ロシア神話の研究
マイケル・チェルニャーフスキイ・著,
中村正己・訳
3800円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-8460-2037-8
C0022 ／8月24日
●ボニーとアボリジニの伝説, 論創海外ミステ
リ272
アーサー・アップフィールド・著,
稲見佳代子・訳
2800円 ／46 ／280頁 ／上製 4-8460-2074-3
C0097 ／8月24日
●吉本隆明  詩歌の呼び声－岡井隆論集 
吉本隆明・著, 松岡祥男・編
2400円 ／46 ／336頁 ／上製 4-8460-1616-6
C0092 ／8月24日
●陸軍中野学校全史, 論創ノンフィクション13
斎藤充功・著
2800円 ／A5 ／630頁 ／並製 4-8460-2051-4
C0036 ／8月31日

─7月に出た本

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●阪急電鉄沿線アルバム
－昭和～平成
伊原薫・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-873-4
C0026 ／7月27日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●深海魚  響野湾子短歌集
池田浩士・編
2000円 ／46 ／190頁 ／並製 4-7554-0312-5
C0092 ／7月20日
●OLYMPICS KILL THE POOR
－オリンピック・パラリンピックはどこにもい

らない
反五輪の会 NO OLYMPICS 2020・著
2020円 ／A5 ／330頁 ／並製 4-7554-0311-8
C0036 ／7月26日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●「つながり」を育み  授業を愉しむ
園田雅春・著
1600円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7592-2041-4
C0037 ／7月15日

▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●がん治療医ががんになって初めて知ったもう
一つの医療
小林正学、保江邦夫・著
1500円 ／46 ／200頁 ／並製 4-87525-355-6
C0047 ／7月20日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●こわばる身体がほどけるとき, シリーズ「い
ま読む！ 名著」
－西田幾多郎『善の研究』を読み直す
板橋勇仁・著
2200円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7684-1021-9
C0310 ／7月5日
●25歳からの国会－武器としての議会政治入門
平河エリ・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7684-5904-1
C0031 ／7月20日
●ぶらりユーラシア
－列車を乗り継ぎ大陸横断  72歳のひとり旅
大木茂・著
3600円 ／A5 ／520頁 ／並製 4-7684-5809-7
C0026 ／7月27日
●〈反延命〉主義の時代
－安楽死・透析中止・トリアージ
小松美彦、市野川容孝、堀江宗正・編著
2300円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7684-3588-5
C0036 ／7月27日
●わたしが人間であるために
－障害者の公民権運動を闘った「私たち」の物
語
ジュディス・ヒューマン、クリステン・ジョイ
ナー・著, 曽田夏記・訳
2500円 ／46 ／336頁 ／上製 4-7684-3589-2
C0036 ／7月27日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●インスタントヘルプ！ 10代のためのレジリ
エンストレーニング④－つらい状況に立ち向か
えるしなやかな心を育てるワーク
Cheryl M. Bradshaw・著, 西大輔・監修, 上田勢
子・訳
2400円 ／B5 ／144頁 ／並製 4-7726-1466-5
C3011 ／7月15日
●特別支援教育に使える【感覚＋動作アセスメ
ント】マニュアル
－「感覚処理の問題」と「不器用」への対応法
岩永竜一郎・著
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1200円 ／A4 ／60頁 ／並製 4-7726-1446-7
C0037 ／7月19日
●特別支援教育 音声ペンで手作り教材
－子どもたちの読む・聞く・話すをサポートす
る40アイデア
生田茂、根本文雄、富山仁子、山口京子・著
2000円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-7726-1469-6
C0037 ／7月25日
●日本の医療体制をどう再生するか？
－いのちを守る医療制度は、なぜここまで弱体
化したのか
本田宏・著
1400円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7726-1470-2
C0036 ／7月25日
●10代のためのもしかして摂食障害？! と思っ
た時に読む本
おちゃずけ・著, 作田亮一・監修
1400円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7726-1468-9
C0037 ／7月26日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●ハワイ日系人の歴史的変遷
－アメリカから蘇る「英雄」後藤濶
堀 江里香・著
3600円 ／A5 ／316頁 ／並製 4-7791-2759-5
C0022 ／7月9日
●漫曲グラフィティ
－あるコミック編集者の回想
大塚公平・著
2000円 ／46 ／204頁 ／並製 4-7791-2755-7
C0095 ／7月13日
●人生斯くの如くか
－東西お墓巡り
永峯清成・著
2000円 ／46 ／268頁 ／並製 4-7791-2770-0
C0020 ／7月20日
●フライトナースの秘密
－ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事
菱沼秀一・著
1800円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7791-2752-6
C0047 ／7月20日
●ルイ・リエル
－カナダ白人社会に挑んだ先住民の物語
チェスター・ブラウン・著, 細川道久・訳
4300円 ／B5 ／280頁 ／並製 4-7791-2706-9
C0022 ／7月20日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊・経済理論 第58巻 第2号
－21世紀社会主義を切り開くネット新世界
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／120頁 ／並製 4-905261-54-4
C3033 ／7月20日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●鬼火
－萩ルイ子集成詩集
萩ルイ子・著
2200円 ／A5 ／176頁 ／上製 4-380-21001-3

C0092 ／7月15日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●思考スキームによる実習指導
佐々木由惠、栗原好美、神山資将・著
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7845-1752-7
C0030 ／7月2日
●アジアと共に「もうひとつの日本」へ
永井浩・著
2200円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7845-1372-7
C0030 ／7月7日

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●日光山の仮面
北口英雄・著
2500円 ／B5変 ／160頁 ／並製
4-88748-393-4  C0071 ／7月30日

▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
http://seorishobo.com
●空いた椅子に刻んだ約束
―《平和の少女像》作家ノート
キム・ソギョン、キム・ウンソン・著, 岡本有
佳・訳
1900円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-86686-017-6
C0036　／7月5日
●《産まない女》に夜明けはこない
―ロサリオ・カステリャノス研究
洲崎圭子・著
3800円 ／A5 ／304頁 ／上製 4-86686-018-3
C3098 ／7月29日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●農の明日へ
山下惣一・著
1600円 ／46 ／266頁 ／上製 4-88340-350-9
C0061 ／7月7日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●才能教育・2E教育概論
－ギフテッドの発達多様性を活かす
松村暢隆・著
3600円 ／A5 ／368頁 ／上製 4-7989-1704-7
C3036 ／7月10日
●国際技術ライセンス契約
－そのリスクとリーガルプランニング
井原宏・著
3200円 ／A5 ／320頁 ／上製 4-7989-1709-2
C3032  ／7月10日
●国連安保理改革を考える
－正統性、実効性、代表性からの新たな視座
竹内俊隆、神余隆博・編著
3600円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7989-1718-4
C3032  ／7月10日
●生協共済の未来へのチャレンジ
公益財団法人 生協総合研究所 生協共済研究

会・編
2300円 ／A5 ／320頁 ／ 並製 4-7989-1710-8
C3030 ／7月21日
●住宅団地：記憶と再生
－ドイツと日本を歩く
多和田栄治・著
2300円 ／A5 ／200頁 ／上製 4-7989-1713-9
C3036 ／7月28日
●教育学って何だろう－受け身を捨てて自律す
る, 東信堂ブックレット2
福田誠治・著
1000円 ／A5 ／88頁 ／並製 4-7989-1715-3
C1330  ／7月30日
●北欧の学校教育とWell-being－PISAが語る子
どもたちの幸せ感, 東信堂ブックレット3
福田誠治・著
1000円 ／A5 ／72頁 ／並製 4-7989-1716-0
C1330  ／7月30日
●CEFRって何だ
－インクルーシブな言語教育, 東信堂ブック
レット4
福田誠治・著
900円 ／A5 ／64頁 ／並製 4-7989-1717-7
C1330  ／7月30日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●新・海辺を食べる図鑑
向原祥隆・著
2000円 ／A5 ／160頁 ／オールカラー並製
4-86124-451-3  C2077 ／7月16日
●琉球弧・生き物図鑑
山口喜盛、山口尚子・著
1800円 ／A5 ／158頁 ／並製 4-86124-442-1
C0645 ／7月20日
●鹿児島の子どもハンドブック
－民間版子ども基本計画
鹿児島の子どもハンドブック編集委員会・編
1800円 ／A5 ／244頁 ／並製 4-86124-450-6
C0037 ／7月20日
●福祉を拓く
－現代福祉の諸論
田畑洋一・編著
3500円 ／A5 ／273頁 ／並製 4-86124-452-0
C0036 ／7月20日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●竜馬と西郷
－二つの個性と維新
川道麟太郎・著
2000円 ／46 ／444頁 ／上製 4-8331-0590-3
C0021 ／7月6日
●ホラーは誘う
－ダーウィンに学ぶホラーの魅力
マティアス・クラーゼン・著, 小沢茂・訳
1800円 ／A5 ／316頁 ／並製 4-8331-3184-1
C0098 ／7月16日
●生駒新聞の時代－山崎清吉と西本喜一
吉田伊佐夫 、 小島亮・著
2000円 ／A5 ／207頁 ／並製 4-8331-5387-4
C0036 ／7月16日
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▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●認知症はよくなりますヨ
－患者と家族のこころを支える治療とケア
稲葉泉・著
1200円 ／46 ／176頁 ／並製 4-7807-1819-5
C0047 ／7月4日
●こども環境学研究  Vol.17,No.1（C.N.47）
December2021
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-7807-2017-4
C3036 ／7月5日
●こどもと自然
公益社団法人こども環境学会、小澤紀美子・編
著
900円 ／A6変 ／200頁 ／並製 4-7807-1812-6
C3337 ／7月4日
●はたがや協立診療所20年の歩み
医療法人社団はたがや協立会 はたがや協立診療
所・著
1818円 ／A4横 ／104頁 ／並製
4-7807-1813-3  C0072 ／7月15日
●理科教室  2021年8月号（No.800）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1564-4
C0340 ／7月20日
●日本の科学者8月号  vol.56
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2057-0
C0336 ／7月20日
●わが心、高原にあり
野里征彦・著
1273円 ／46 ／242頁 ／並製 4-7807-1821-8
C0093 ／7月21日

●独創的・科学的な社会福祉学の構築
竹原健二・著
2727円 ／A5 ／392頁 ／上製 4-7807-1818-8
C0036 ／7月21日
●Ｇ・チャイルドの「都市革命論」と日本古代
史－「近代天皇制批判」の問題点をも念頭に
草野善彦・著
1091円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7807-1815-7
C0021 ／7月21日
●水はいのちの源
－水の「大切さ・不思議さ・美しさ」を考える
山下詔康・著
2727円 ／A5 ／366頁 ／並製 4-7807-1820-1
C0040 ／7月21日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●道路の現在と未来
－道路全国連四十五年史
道路住民運動全国連絡会・編著
2600円 ／46 ／276頁 ／上製 4-8461-2113-6
C0036 ／7月5日
●脱原発・脱酸素社会の構想
－原水禁エネルギー・シナリオ
原水爆禁止日本国民会議・編
1700円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-8461-2114-3
C0036 ／7月20日

▼ロクリン社／03-6303-4154
https://www.rokurin.jp/
katsuya@rokurin.jp
●びとづかんの工作図本
ともちかごう・作, なばたとしたか・キャラク
ター原案
1450円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-907542-89-4

C8071 ／7月12日

▼論創社／03-6303-4154
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●帰らなかった日本兵, 論創ノンフィクション
12－インドネシア残留元日本兵の記録
長洋弘・著
2400円 ／46 ／352頁 ／並製 4-8460-2042-2
C0036 ／7月1日
●キャビネット
キム・オンス・著, 加来順子・訳
2500円 ／46 ／344頁 ／並製 4-8460-2055-2
C0097 ／7月12日
●よくわかる！日本語能力試験Ｎ１合格テキス
ト〈語彙〉
一般社団法人留学生就職サポート協会・監修, 
髙橋麻路・著
1400円 ／B5 ／152頁 ／並製 4-8460-2033-0
C0081 ／7月12日
●「満洲」 夢のあとさき
－日本語教師の記録
建石一郎・著
2200円 ／46 ／320頁 ／上製 4-8460-2045-3
C0095 ／7月13日
●獄窓の雪, theater book18
－帝銀事件
高橋いさを・著
2000円 ／46 ／290頁 ／上製 4-8460-2057-6
C0074 ／7月16日
●ふるさと「いわき」再生のシナリオ
内田広之・著
1091円 ／46 ／232頁 ／並製 4-8460-2083-5
C0031 ／7月21日
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