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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）

●出版協副会長 上野良治
合同出版

　１９５５年、複数の社の社長が相談
の上に立ち上げたのが、「合同」出版
社だった。限定された刊行（ソ連の『経
済学教科書』）のための社だったが、
今年で６５年が経った。後半の３２年、
代表をしている。
　合同出版のグループ会社で創刊５０
年になる月刊「食べもの通信」と創立
１１年になる合同フォレストの３社、
３０人ほどの陣容だが、今後どう経営
を持続していくか、年頭に当たってい
ろいろと考えた。
　期待している状態はごく単純なもので、
今のメンバーが、やりがいを持って働き、
望むらくは社会の要請（刊行したもの
が売れていくこと）によって、社のス
タッフが増えていくことだ。このため
にしなければならないことはなにか、
その具体的な「解」がすぐには出てこ
ないとしても、何が重要かを考えたい
と思った。
　この２年余り、ある会からご案内を
戴き、概略「事業継承にどんな手を打っ
ておくかセミナー」「あなたのコミュ
ニケーション能力を高めるコーチング
講座」の２つを連続して受けた。
　①会社の経営状態の分析と評価方法、
②経営者のあり方と自己分析、スタッ
フとの意思疎通の手法の２つの知識に
接したが、とても勉強になった。知恵
を授けてくださった講師には、感謝の
念が尽きない。
　ただし、知恵を分けて戴いても、自
分の力で応用していかなくては、ただ
判断が揺れる要素が増えるばかりだろう。
拳拳服膺して自分のマニュアルにした
いと思っているが、その知識も応用し
て重要点を整理してみた。

■私が原理にして来たことは何か？
　①読者が読んでよかったという（著

者の満足でも、ましてや担当編集者の
満足でもない）本をつくること
　②読者（社会）が社会の進歩に寄与
するために必要な本をつくること
　③①でも②でもなく、あまつさえ担
当編集者（自分）の意に染まない本は
つくらないこと
　④上記の要件を自在にコントロール
できる見識と編集技術を身につけるこ
と
　⑤それにふさわしい情熱を保持し、
研鑽を日々おこなうこと
　⑥出版人であることを自身の課題に
できないと感じたとき（誰であろうと）、
情熱を失ったときは、身を引くこと

■今、社にとって留意すべきことは何
か？
　①売上を拡大することを求めない
　②いやいや働いている、強制的に働
かせているスタッフ（状態）があると
すれば、本人にとっても、社にとって
も良からぬことなので、早急に改善す
る
　③自分と自分たちの身の丈に合った
努力を積み重ねていくことで（満足的な）
楽園にしていく
　④協働によって楽園を持続的に、参
加する人が増えてくるようにしていく
　一匹のカニは自分の甲羅の大きさで
しか穴を掘らないが、人間の協働の効
果に期待したい。何億年の時間の中で
縁あって、時と場を一緒にしたのだから、
その「相寄った魂」を、「愛寄る魂」
として拡大していければと思う。

■出版業界のこと
　積年の問題点の積み重ねの中で、問
題が多岐に渡り、出現している状態な
ので、とても一人、一社、一団体では
整理できないであろう。

　いささか語弊のある言い方をすれば、
各社、各業態で、自分のことを最優先
して最善の「解」を見つけていくこと
が必要だろう。後塵を拝した者は、先
人の「解」に学び、その上を乗り越え
ていけばよいと思う。
　生態学的には、一人ひとりが持続し
ていくことと、全体が生き残っていく
ことは相関していると聞く。
　根拠のある悲観論や分析が聞こえて
きて、それは真摯に受け止めていかな
ければならないが、諦めや自虐の対応
からは、負の熱量は発散されるかもし
れないが、事態を変えていくエネルギー
にはならないだろう。

■あたらしい環境をつくっていくため
に
　コンピュータ技術とその人類社会へ
の適応は今のところ、限界点がないよ
うである。社の業務でもユビキタス（遍
在の存在）になっている。私もスタッ
フもＡＩへのリテラシーを持っていな
いが、本をつくるため、本を普及して
いくため、諸外国にビジネスを展開し
ていくために、コンピュータへの親和
性を高めていく努力が必要である。電
子書籍化だけの対応ではない、課題が
あるはずだと思う。
　年頭に当たって、１年後、５年後が
どのようになっているか、楽しみにし
ている。
　もし、それが満足的状況として出現
しているとすれば、先駆者の人たち、
知恵ある人びとから学び、それを自分
のものにした結果だろう。
　悩んでいる暇があったら、山に入っ
て柴を刈れ。山より大きいイノシシは
出ない、という父子相伝の諦観の念を
身に付けることが不可欠なのだろう。

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
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▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●追従で国を損なう安保ン丹
－川柳で安倍政権を捌く
八角宗林・著
1200円 ／46 ／72頁 ／上製 4-87154-175-9
C0095 ／1月31日
●仏教における女性差別を考える
－親鸞とジェンダー
源淳子・著
1500円 ／46 ／192頁 ／並製 4-87154-176-3
C3036 ／1月31日
●月刊  数学教室  2月号（No.892）
－特集／楽しい〇△□の授業②
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-020-6 ／1月7日
●隔月刊  社会保障  新春号（No.488）
－特集／続・「全世代型社会保障」のウソ
中央社会保障推進協議会・編
463円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-488-7
C3036 ／1月10日

▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●なるほど生成消滅演算子
村上雅人・著
2800円 ／A5 ／270頁 ／上製 4-87525-349-5
C3042 ／1月30日

▼共和国／ 042-420-9997
naovalis@gmail.com
http://www.ed-republica.com
●断片  1926-1932
萩原恭次郎・著
2700円 ／46変 ／264頁 ／上製
4-907986-67-4  C0092 ／1月13日

▼現代書館／03-3262-5906 
http://www.gendaishokan.co.jp
●政権交代が必要なのは、総理が嫌いだから
じゃない－私たちが人口減少、経済成熟、気候
変動に対応するために
田中信一郎・著
1700円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7684-5872-3
C0031 ／1月中旬
●進化と暴走－ダーウィン『種の起源』を読み
直す, シリーズ「いま読む！ 名著」
内田亮子・著
2200円 ／46 ／240頁 ／上製 4-7684-1018-9
C0345 ／1月下旬
●人間としての尊厳－ノーマライゼーションの
原点・知的障害者とどうつきあうか
スウェーデン社会庁・著, 二文字理明・訳
1200円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7684-3574-8
C0036 ／1月下旬

●ちいさなフェミニスト宣言
－女の子らしさ、男の子らしさのその先へ
デルフィーヌ・ボーヴォワ・文, クレール・カ
ンテ・絵, 新行内美和・訳
1800円 ／B5変 ／56頁 ／上製 4-7684-5876-1
C0071 ／1月下旬
●増補版  障害児の高校進学・ガイド－「うち
らも行くんよ！」14都道府県の取り組み
北村小夜・著
2300円 ／46 ／376頁 ／並製 4-7684-3576-2
C0037 ／1月下旬
●学校の「当たり前」をやめてはいけない！
－現場から疑う教育改革
諏訪哲二・著
1700円 ／46変 ／176頁 ／並製
4-7684-3575-5  C0037 ／1月下旬

▼合同出版／03-3294-3509 
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●話し言葉・書き言葉が豊かになるオノマトペ
絵カード
福山憲市・著
3400円 ／80×58 ／200枚 ／カード
4-7726-1407-8  C8037 ／1月10日
●改訂２版  わらべうたベビーマッサージ
奥田朱美・著
1500円 ／A5 ／32頁 ／上製 4-7726-1411-5
C0737 ／1月下旬
●奨学金まるわかり読本2020
－借り方・返し方・活かし方徹底アドバイス
久米忠史・著
1500円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7726-1412-2
C0037 ／1月下旬

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●写真集  キャンドル革命
－政権交代を生んだ韓国の市民民主主義
キム・イェスル・著, キム・ジュヒョンほか・
編著, パク・ノヘ・監修, 白石孝・日本語版監修, 
解説, 韓興鉄・訳
3400円 ／B5変 ／312頁 ／並製
4-86187-1634  C1073 ／1月20日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論 
大石泰彦・編著
2600円 ／A5 ／260頁 ／並製 4-7791-2625-3
C0036 ／1月15日
●智の涙－獄窓から生まれた思想
矢島一夫・著
1600円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7791-2635-2
C0036 ／1月15日
●映画と文藝－日本の文豪が表象する映像世界
清水純子・著
3000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7791-2648-2
C0074 ／1月17日
●エスプランディアンの武勲
－続アマディス・デ・ガウラ 
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ・著, 

岩根圀和・訳
5000円 ／A5 ／516頁 ／上製 4-7791-2651-2
C0097 ／1月17日
●世紀末ベルリン滞在記－移民／労働／難民
加藤淳・著
2200円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2652-9
C0022 ／1月22日
●増補改訂  日本・ポーランド関係史
－1904～1945年
エヴァ・パワシュ＝ルトコフスカ、アンジェ
イ・タデウシュ・ロメル・著, 柴理子・訳
3800円 ／A5 ／471頁 ／並製 4-7791-2654-3
C0022 ／1月23日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊・経済理論  第56巻  第4号
－特集：米中覇権争いのゆくえ
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／98頁 ／並製 4-905261-95-7
C3033 ／1月20日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●それはあなたが望んだことですか
－フェミニストカウンセリングの贈りもの
河野貴代美・編著
1700円 ／46 ／254頁 ／並製 4-380-20000-7
C0036 ／1月下旬

▼新宿書房／03-3262-3393
info@shinjuku-shobo.co.jp
http://www.shinjuku-shobo.co.jp
●未来へ－原爆の図丸木美術館学芸員作業日誌
2011-2016
岡村幸宣・著
2400円 ／A5変 ／324頁 ／並製
4-88008-480-0  C0095 ／1月30日

▼青灯社／03-5368-6943
i-tsuji@celery.ocn.ne.jp
https://seitosha-p.com
●「揉む医療」の探求－日本的身体とはなにか
藤守創・著
3200円 ／46 ／352頁 ／並製 4-86228-109-8
C0047 ／1月25日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●ハイデガーと地球：環境哲学論考
－危機と逆説の淵での思索の開示
ラッデル・マクフォーター＆ゲイル・ステンス
タット・編, 長谷敏夫・監訳, 佐賀啓男、比奈地
康晴・共訳, 編著
3800円 ／A5 ／368頁 ／上製 4-7989-1609-5
C3031 ／1月10日
●協働・対話による社会科授業の創造
－授業研究の意味と方法を問い直す
梅津正美・編著
3200円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1611-8
C3037／1月15日
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●教師教育研究32
一般社団法人全国私立大学教職課程協会編集委
員会・編
2300円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7989-1612-5
C3037／1月20日
●為替操作、政府系ファンド、途上国債務と国
際法, 国際法・外交ブックレット1
中谷和弘・著
1000円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7989-1601-9
C0332 ／1月10日
●人道的介入と合法的闘い
－21世紀の平和と正義を求めて
リチャード・フォーク・著,
川崎孝子・監訳, 川崎晋・共訳
4500円 ／A5 ／456頁 ／並製 4-7989-1509-8
C3032 ／1月10日

▼南方新社／099-248-5457 
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●チョウが語る自然史
－南九州・琉球をめぐって
福田晴夫・著
2800円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-86124-413-1
C0040 ／1月上旬
●北朝鮮墓参記－リンゴの花咲くふるさと、昔
と今, 南方ブックレット10
岩元昭雄・著, 鹿児島子ども研究センター・編
1200円 ／A5 ／142頁 ／並製 4-86124-417-9
C0021 ／1月中旬
●ミクロネシア学ことはじめ
－絶海の孤島ピンゲラップ島編
大塚靖、山本宗立・編著
1600円 ／A5 ／175頁 ／並製 4-86124-415-5
C0026 ／1月下旬
●かごしま野の民俗誌（上）－母と子の四季
名越護・著
2000円 ／46 ／218頁 ／並製 4-86124-414-8 
C0039 ／1月下旬

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●『記・紀』から読み解く古代の天皇像
野原敏雄・著
2000円 ／46 ／260頁 ／上製 4-8331-0585-9
C0021 ／1月中旬

▼本の泉社／03-5800-5353 
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●一九三〇年代「教労運動」とその歌人たち
－長野県「二・四事件」のひびき
碓田のぼる・編著
1500円 ／46 ／184頁 ／上製 4-7807-1956-7
C0095 ／1月下旬
●ドイツ史学徒が歩んだ戦後と史学史的追想
望田幸男・著
1500円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7807-1954-3
C0020 ／1月上旬
●理科教室  2020年2月号（No.782）vol.63
科学教育研究協議会・編集
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1546-0
C0340 ／1月20日
●作文と教育  2020年2月号

日本作文の会・編集
828円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1733-4
C0337 ／1月20日
●日本の科学者  2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 4-7807-1356-5
C0336 ／1月20日
●季論21  2020年冬号（第47号）
『季論21』編集委員会・編
909円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7807-1861-4
C0336 ／1月20日
●季刊オピニオン・プラス  2020冬  VOL.28
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
700円 ／A4 ／48頁 ／並製 4-7807-1451-7
C5336 ／1月20日
●市民参加の平和都市づくり
田辺勝義・著
1200円 ／46 ／144頁 ／並製 4-7807-1955-0
C0036 ／1月12日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●重い扉の向こうに
－歴史和解と戦前回帰の相克
纐纈厚・著
2500円 ／46 ／324頁 ／上製 4-8461-1922-5
C0031 ／1月20日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●子育て算数レシピ－赤ちゃんから小学生ま
で！ 算数に役立つ働きかけ36 
田中真紀・著
1400円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-8460-1843-6
C0037 ／1月10日
●父の家で
坂倉圭・文, あんのうゆうこ・絵
1600円 ／A5変 ／112頁 ／並製
4-8460-1896-2  C8716 ／1月10日
●満洲国のラジオ放送
代珂・著
3000円 ／A5 ／362頁 ／上製 4-8460-1823-8
C0036 ／1月17日
●戦争と紛争をなくすには、世界連邦政府を樹
立する以外にない－同時に世界の多くの課題も
解決される
西村峯満・著
800円 ／文庫 ／196頁 ／並製 4-8460-1902-0
C0136 ／1月17日
●中島河太郎著作集  上巻
中島河太郎・著, 中島淑人・編
6000円 ／A5 ／744頁 ／上製 4-8460-1883-2
C0095 ／1月17日

─12月に出た本

▼現代書館／03-3262-5906 
http://www.gendaishokan.co.jp
●青空
真島昌利・文, botchy-botchy・絵
1300円 ／A5 ／48頁 ／上製 4-7684-5874-7

C0071 ／12月14日
●季刊  福祉労働165号　特集：意思ってなん
だろう－つながりから生まれる経験知へ
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-2365-3
C0330 ／12月14日

▼皓星社/03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●中くらいの友だち  Vol.6
『中くらいの友だち』編集部・編
1000円 ／A5 ／142頁 ／並製 4-7744-0722-7
C0095 ／12月20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代のための実行機
能トレーニング
－準備が苦手、忘れものが多い、考えがまとま
らない子どもをヘルプするワーク
シャロン・A・ハンセン・著
2400円 ／B5 ／152頁 ／並製 4-7726-1401-6
C3011 ／12月5日
●日中戦争への旅－加害の歴史・被害の歴史
宮内陽子・著
1600円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7726-1413-9
C0021 ／12月11日

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●有機農業大全, 日本有機農業学会20周年出版
－持続可能な農の技術と思想
澤登早苗、小松崎将一・編著, 日本有機農業学
会・監修
3300円 ／A5 ／330頁 ／並製 4-86187-164-1
C3061 ／12月20日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●フィンランド国民をつくった教育読本
ザカリアス・トペリウス・著, 藤井かおり・訳
6200円 ／46 ／632頁 ／上製 4-7791-2627-7
C0022 ／12月4日
●ニッポンのムカつく旅
カベルナリア吉田・著
1300円 ／46 ／180頁 ／並製 7791-2636-9
C0076 ／12月6日
●初心者にもできる逆張りデイトレードの極意
Rょーへー・著
1360円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2633-8
C0033 ／12月6日
●蘇我王朝の正体
－大王馬子・蝦夷・入鹿を語る
林順治・著
1800円 ／46 ／196頁 ／並製 4-7791-2642-0
C0022 ／12月4日
●画文集  利尻の島の彩り
永田英司・画, 西谷榮治・文, 写真
2000円 ／B5変 ／56頁 ／並製 4-7791-2645-1
C0071 ／12月4日
●美術家・デザイナーになるまで
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－いま語られる青春の造形
前田朗・編著
3300円 ／A5 ／371頁 ／並製 4-7791-2634-5
C0070 ／12月12日
●音の深みへ
纐纈雅代・著
2000円 ／46 ／104頁 ／並製 4-7791-2624-6
C0073 ／12月16日
●近代ポーランド史の固有性と普遍性
－跛行するネイション形成
早坂眞理・著
5800円 ／A5 ／498頁 ／上製 4-7791-2644-4
C0023 ／12月16日
●遙かなる「ワカマツ・コロニー」
海外移住150周年研究プロジェクト・編
4500円 ／A5 ／400頁 ／上製 4-7791-2639-0
C0022 ／12月24日
●ロマン主義と現代批評
ポール・ド・マン・著
5000円 ／46 ／400頁 ／上製 4-7791-2638-3
C0098 ／12月25日
●テンバガー超有力銘柄ベスト20＆注目銘柄
77
朝香友博・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7791-2646-8
C0033 ／12月24日
●学んでこそ、人生
愈勝濬・著, 申景浩・編訳
2000円 ／46 ／224頁 ／上製 4-7791-2653-6 
C0023 ／12月25日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●合併の代償
－日産全金プリンス労組の闘いの軌跡
伊原亮司・著
3800円 ／A5 ／374頁 ／上製 4-905261-44-5
C0036 ／12月20日

▼創森社／03-5228-2410 
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●野菜づくりの知恵袋
板木利隆・著
1400円 ／46 ／212頁 ／並製 4-88340-338-7
C0061 ／12月10日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●今日に生きる「農家生活リズム」
森川辰夫・著
1000円 ／A5 ／88頁 ／並製 4-8119-0566-2
C3061 ／12月19日
●加工食品輸出の戦略的課題, 日本農業市場学
会研究叢書20
福田晋・編著
3000円 ／A5 ／292頁 ／並製 4-8119-0563-1
C3061 ／12月27日
●食料・農業・農村の政策課題

田代洋一ほか・編
3000円 ／A5 ／323頁 ／上製 4-8119-0565-5
C3061 ／12月27日
●新自由主義グローバリズムと家族農業経営
村田武ほか・編
3000円 ／A5 ／300頁 ／上製 4-8119-0564-8
C3061 ／12月27日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●居住福祉研究28－現在の居住人権
日本居住福祉学会・編
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1604-0 
C3036  ／12月3日
●学長リーダーシップの条件
両角亜希子・編著
2600円 ／A5 ／216 頁 ／並製 4-7989-1607-1
C3037 ／12月10日
●弁証法の美学－テオドールリット最晩年の二
つの記念講演から
Th.リット・著, 小笠原道雄、山名淳・編纂, 訳
1800円 ／A5 ／112 頁 ／並製 4-7989-1589-0
C1030 ／12月15日

▼南方新社／099-248-5457 
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●昆虫の図鑑－路傍の基本1000種
福田晴夫、山下秋厚ほか・著
1800円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-86124-411-7
C0645 ／12月1日
●奄美の復帰運動と保健福祉的地域再生
田畑洋一・編著
3500円 ／A5 ／310頁 ／並製 4-86124-416-2 
C0030 ／12月25日

▼本の泉社／03-5800-5353 
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●ジジイの言い分
松崎菊也・著, 渡辺広之・マンガ
1600円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7807-1953-6
C0036 ／12月21日
●労働総研クォータリー
2019年秋季・2020年冬季合併号  No.115
労働運動総合研究所・著
2400円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-7807-1884-3
C0336 ／12月1日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●反原発運動四十五年史
西尾漠・著
2500円 ／46 ／324頁 ／上製 4-8461-1921-8
C0036 ／12月17日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●ドクター・ホフマンのサナトリウム

－カフカ第4の長編
ケラリーノ・サンドロヴィッチ・著
2200円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-1889-4
C0074 ／12月5日
●マリアさま
伊藤龍也・著
1200円 ／A5 ／104頁 ／並製 4-8460-1880-1
C0016 ／12月8日
●腰痛のサイン・鈍重感を見逃すな！
－腰のケアの基本
内田泰彦、黒柳律雄・著
1500円 ／46 ／176頁 ／並製 4-8460-1867-2
C0047 ／12月8日
●陰謀の島, 論創海外ミステリ244
マイケル・イネス・著, 福森典子・訳
3200円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-8460-1868-9
C0097 ／12月11日
●大衆文化のなかの虫たち－文化昆虫学入門
保科英人、宮ノ下明大・著
2500円 ／A5 ／320頁 ／上製 4-8460-1891-7
C0045 ／12月19日
●ある日、ぼくらは夢の中で出会う, 高橋いさ
を theater book1
高橋いさを・著
2000円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-8460-1874-0
C0074 ／12月19日
●猿飛佐助, 立川文庫セレクション
雪花山人・著
1800円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-1878-8
C0093 ／12月27日
●ある醜聞, 論創海外ミステリ245
ベルトン・コッブ・著, 菱山美穂・訳
2000円 ／46 ／216頁 ／上製 4-8460-1875-7
C0097 ／12月27日
●改訂新版  真夜中のミステリー読本
藤原宰太郎、藤原遊子・著
1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-8460-1886-3
C0095 ／12月27日
●カツベンっておもしろい！
－現代に生きるエンターテインメント「活弁」
佐々木亜希子・著
1800円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-1893-1
C0074 ／12月27日
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