
流対協

　　　　　　shuppankyo@neo.nifty.jp

出版協

  ●ほんのひとこと

装丁家の死、
パッションそしてレクイエム

一般社団法人日本出版者協議会〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B 電話 03-6279-7103●FAX 03-6279-7104

107号（通巻331号） 2021年9月 

【あ】

阿吽社

亜紀書房

あけび書房

梓出版社

あっぷる社

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

凱風社

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

共和国

雲母書房

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

コモンズ

【さ】

桜井書店

彩流社

三一書房

三元社

三陸書房

時潮社

社会評論社

松柏社

不知火書房

新宿書房

新泉社

水声社

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】

大蔵出版

知泉書館

筑波書房

柘植書房新社

同時代社

道玄坂書房

東信堂

東京漫画社

【な】

七つ森書館

南方新社

日本経済評論社

【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

歩行社

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】

リベルタ出版

緑風出版

論創社

●会員社一覧 【2017年1月現在●82社】

FAX

ブログ●http://www.shuppankyo.or.jp

　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 河野和憲
彩流社

　今年（2021 年）7 月 5 日、装丁家

でイラストレーターの桂川潤氏が他界

した。報道によれば、クリスチャンで

ある妻のふみ子さんが旧約聖書の「コ

ヘレトの言葉」を捧げたという。奇し

くも『装丁、あれこれ』が最後の著作

となった。

　わたしが桂川氏に装丁を初めて依頼

したのは、ミズノを退社して起業した

ばかりだった根本真吾氏の著書『アメ

リカでプロになる！』であった。初刷

部数が少ないのでコストを切り詰めざ

るを得ないということもあり、装丁の

みならずイラストまで描いてくださり、

おかげで最少コストで書籍を仕上げる

ことができた。

　縁は異なもの。我らが草野球団「ダ

イナマイツ」の先輩で、球団ロゴ製作

者であるデザイナー高麗隆彦氏と桂川

氏は、老舗・精興社にて協働していた

という。まだまだ奇縁は続く。ドン・

キホーテ学者、荻内勝之氏の新刊『イ

スパニア国王フェリーペ二世に裏切ら

れた男』の編集をすすめていくうち、

荻内氏の祖父が播州歌舞伎の大看板役

者・嵐獅山ということがわかり、さら

には実父のことを書いた『おっ父った

んが行く』（福音館書店）を出版したが、

その装丁とイラストを担当したのがな

んと桂川氏なのであった。本書の製作

に際して、荻内氏と桂川氏、担当編集

者は播州・東高室まで「役者村」の取

材に行ったという。

　収束の様子がいまだ見えない新型コ

ロナウイルス禍の現況では実現できな

いリアルなイベントにも御協力をいた

だいた。出版協理事となって、「人的

交流と情報交換の場の提供」を目的と

してイベント会議という部会を担当す

ることになり、2016年には「装丁／ブッ

クデザイン」をテーマとして多彩でユ

ニークな仕事をされている三人のブッ

クデザイナーを招いて講座を開催した。

第１回が「『デザインの種』そのコツ

とツボ」（８月、鈴木一誌氏）、第２回

は「祖父江+コズフ+慎+イッシュ」（１

１月、祖父江慎氏）、第３回が「本づ

くりと聖書（The Book）」（2017年

２月、桂川氏）であった。各々のブッ

クデザイナーの個性が全面展開された

講座となり、すべてで大入りの盛会と

なった。余談だがこのあと桂川氏は出

版協賛助会員になってくれた。

　これを奇貨とし、わたしは書籍企画

を桂川氏に打診した。のちにかたちに

なったのが『装丁、あれこれ』であっ

た。刊行後、2018 年５月、往来堂書

店（千駄木）にて、ライターで編集者

の南陀楼綾繁氏の企画で、出版記念イ

ベント「装丁から広がる本の世界」が

開催された。最終的にはわたしが提案

したものから大きく方向転換した本と

なったが、「出版ニュース」での連載

コラム（2012～17年）を軸に、「否

定的な書き方をしない」という理念の

もと、「本」をめぐって書かれた文章

をまとめた本となった。桂川氏が「あ

とがき」に記すように、「代案」とし

て考えてくれた内容となった。

　桂川氏の「出版ニュース」のコラム

が開始された2012年は、書籍電子化

の「経産省コンテンツ緊急電子化事業」

や、アマゾンの電子書籍端末「キンド

ル」の日本進出が始まった年であり、

出版界では「電子書籍」の話題が引き

もきらず、米国においては「書籍の８

～９割が電子になる」とまで喧伝され、

文字どおり電子書籍狂詩曲、もうすぐ

「紙」の本と「装丁」は砂上の楼閣の

ごとく消えてしまうであろうといった

状況となった。そんなときに書かれた

コラムではあるが、「本」の周辺で起

きるさまざまな出来事を明晰判明に批

評し、つねにあたたかい眼差しをおくっ

ていた。本づくりやデザインの現場、

その魅力を著者や編集者、そしてデザ

イナーとともに楽しむイベントや書店

での試み、読書の多様化まで多岐にわ

たるエセーはぜひ本好きには読んでほ

しい。

　ともあれ、まさにいま（コロナ禍と

いうこともあるが）、電子書籍やネッ

トストア、スマートフォンの普及によっ

て、これまで当たりまえと考えられて

きた紙の本やリアル書店の在り様が大

きくゆらぎ、われわれはそれらの「価

値」や「意義」を根源から問い直すよ

う促されている。先の桂川氏と南陀楼

氏によるイベントでは、装丁家の先達

のことばがいくつか紹介されたが、主

なものでは、装丁における革命家の一

人であろう菊地信義氏は「わたしは紙

の本を愛しています」という。「ハウ

ススタイル」装丁の典型で、岩波書店

において編集および装丁を長年務めた

田村義也氏は「装丁は編集の帰結であ

り画龍点睛である」「本は編集するも

のであってデザインするものではない」

「本というものの必須要件、題字と著

者名がはっきりとしていることであっ

て、その他のことは二の次だ」という。

桂川氏はこの田村氏から多くを学んだ。

推して知るべし。そしてわたしが桂川

氏から学んだこと――「奇を衒うこと

勿れ」。

　振り返れば短くも高濃度なおつき合

いとなった。「目を閉じればいつか想

い出のスクリーン」（八神純子）――

さようなら桂川さん、いずれまたお会

いいたしましょう。

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



C0026 ／9月28日

▼海象社／03-6868-4061
https://www.kaizosha.co.jp
●私はカーリ、64歳で生まれた Nowhere's 
Child
カーリ・ロースヴァル、ナオミ・リネハン・
著、速水望・訳
2100円 ／46 ／312頁 ／並製 4-907717-34-6
C0098 ／9月17日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●「10の姿」をこえる保育実践のために
－「エピソード」で語る あるがままの子ども
井上寿美、佐藤哲也、堀正嗣・編著
1600円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7592-2280-7
C0037 ／9月17日
●大阪マージナルガイド
吉村智博・著
1600円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7592-4229-4
C0025 ／9月17日

▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●不確実性の時代を元気に生きる
村上雅人・著
1800円 ／46 ／276頁 ／並製 4-87525-356-3
C0036 ／9月7日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●性別解体新書
－身体、ジェンダー、好きの多様性
佐倉智美・著
2500円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7684-5907-2
C0036 ／9月上旬

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●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 ／9月2日
●コロロメソッドで学ぶ  ことばの発達ワーク
シート①－因果関係と理由・編
コロロ発達療育センター・編
1500円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1472-6
C0037 ／9月15日
●バイヤード・ラスティンの生涯
－ぼくは非暴力を貫き、あらゆる差別に反対す
る
ジャクリーン・ハウトマン、ウォルター・ネー
ゲル、マイケル・G・ロング・著, 渋谷弘子・訳
1800円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7726-1467-2
C0036 ／9月17日
●スポーツの世界から暴力をなくす30の方法
土井香苗、杉山翔一、島沢優子・編
1700円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7726-1474-0
C0036 ／9月30日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●革命家ブォナローティ伝
ジャン＝マルク・シアパ・著, 田中正人・訳
5000円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7791-2763-2
C0023 ／9月9日
●蛇座
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
3000円 ／46 ／276頁 ／並製 4-7791-2768-7
C0097 ／9月9日
●すべてがわかる！ 日本アニメ史入門
－1956-2021
アニメの旅人・編著
1700円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2776-2
C0095 ／9月9日
●ハイジャック犯をたずねて
－スリランカの英雄たち
和田朋之・著
2000円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7791-2762-5
C0036 ／9月9日
●ヴィという少女
キム・チュイ・著, 関未玲・訳
2200円 ／A5 ／168頁 ／上製 4-7791-2771-7
C0097 ／9月17日
●FOTO ARC［写真の方舟 フォトアーク］
FOTO ARC編集部・編
2000円 ／A4 ／114頁 ／並製 4-7791-2781-6
C0072 ／9月17日
●ダニエル・デロンダ（上）, ジョージ・エリ
オット全集8
ジョージ・エリオット・著, 藤田繁・訳
6000円 ／A5 ／433頁 ／上製 4-7791-1749-7
C0397 ／9月24日
●ダニエル・デロンダ（下）, ジョージ・エリ
オット全集8
ジョージ・エリオット・著, 藤田繁・訳
6000円 ／A5 ／487頁 ／上製 4-7791-1749-7
C0397 ／9月24日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●マルクス晩年の歴史認識と21世紀社会主義
青柳和身・著
3000円 ／A5 ／248頁 ／上製 4-905261-49-0
C3036 ／9月28日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●生きるということ, 金承鈺作品集
金承鈺（キム・スンオク）・著, 青柳優子・訳,
カバー切り絵・平塚優光
1800円 ／46 ／244頁 ／並製 4-380-21004-4
C0097 ／9月29日

▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
http://seorishobo.com
●教育学年報12号 国家
青木栄一、丸山英樹、下司晶、濱中淳子、仁平
典宏、石井英真・編
3400円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-86686-020-6
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●出版協9月に出る本 ●書名―サブタイトル／著者など
本体価格／判型／頁数／製本形態
ISBN（978省略）／発行予定

出版協BOOKSを利用される
皆様へ

●出版協は一貫して「消費税総額表示」に反対です。
本紙ではもちろん、従来どおり「本体価格」（私た
ちの主張では「定価」）での表示を継続しています。
●これは、出版協加盟の出版社が「21年9月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「9月に出る本」

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9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
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▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●市民と野党の共闘で政権交代を
五十嵐仁、小林節、高田健、竹信三恵子、前川
喜平、孫崎享、西郷南海子・著
1000円 ／A5 ／92頁 ／並製 4-87154-194-7
C0031 ／9月1日
●自衛官と家族の心をまもるシリーズ
－海外派遣によるトラウマ
海外派遣自衛官と家族の健康を考える会・編
1600円 ／46 ／224頁 ／並製 4-87154-195-4
C3036 ／9月6日
●平和村で働いた
－ドイツで出会った世界の子どもたち
溝渕京子、川村幸輝、勝田茜、 西谷文和、中岡
麻記・著
1400円 ／46 ／176頁 ／並製 4-87154-197-8
C3036 ／9月9日
●人新世を生きる君たちへ
－次の日本の教育改革
次の日本への教育会議・編
1200円 ／A5 ／124頁 ／並製 4-87154-196-1
C3037 ／9月9日
●月刊 数学教室 10月号（No.832）
－デジタル時代の秘伝の授業①
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-091-6 ／9月7日
●隔月刊 社会保障 秋号（No.498）
－社会保障入門テキスト
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-87154-498-6
C3036 ／9月14日

▼ありな書房／03-3815-4614
arina@arinashobo.co.jp
●エロスとタナトス、あるいは愉悦と戦慄, 
イギリス美術叢書
－ ジョゼフ・ライト・オヴ・ダービーからポー
ル・ナッシュへ
山口惠里子・責任編集・解説, 富岡進一、小野
寺玲子・著
4800円 ／A5 ／264頁 ／上製 4-7566-2176-4
C0071 ／9月8日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●国鉄・JRの廃線アルバム
－中国・四国編
山田亮・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-875-8



C3037 ／9月2日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●ブドウの鉢植え栽培
－仕立て方・育て方
大森直樹・編
1400円 ／A5 ／100頁 ／並製 4-88340-351-6
C0061 ／9月7日
●食と農のつれづれ草
－ジャーナリストの視点から
岸康彦・著
1800円 ／46 ／284頁 ／上製 4-88340-352-3
C0061 ／9月24日

▼食べもの通信社／03-3518-0622
tabemono@trust.ocn.ne.jp
https://www.tabemonotuushin.co.jp
●食べもの通信 10月号 608号
－特集：日本の米が危機！ 米の魅力再発見
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7148-4
C0036 ／9月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●揺らぐ北欧協同組合王国－協同組合の多国籍
化・「会社化」とガバナンス
田中秀樹・著
3500円 ／A5 ／320頁 ／上製 4-8119-0605-8
C3033 ／9月13日
●比較熱帯デルタ農業論4, 山崎亮一著作集4
－メコン河とニジェール河
山崎亮一・著
4200円 ／A5 ／400頁 ／上製 4-8119-0606-5
C3061 ／9月13日
●園芸生産地域の青果物流通
木村彰利・著
2800円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-8119-0607-2
C3033 ／9月13日
●協同組合の源流の思想と社会改革への対応
－国政改革を展望して
北出俊昭・著
2000円 ／46 ／160頁 ／並製 4-8119-0608-9
C0033 ／9月21日
●戦前日本のマーケティング
野村比加留・著
2800円 ／A5 ／192頁 ／上製 4-8119-0609-6
C3033 ／9月29日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●在外邦人の保護・救出
－朝鮮半島と台湾海峡有事への対応
武田康裕・編著
4200円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-7989-1722-1
C3031 ／9月10日
●比較教育学研究63
日本比較教育学会・編
1800円 ／A5 ／212頁 ／並製 4-7989-1731-3
C3037 ／9月22日
●主体的学び7

主体的学び研究所・編
2100円 ／A5 ／212頁 ／並製 4-7989-1702-3
C3037 ／9月28日
●新版増補　とがびアートプロジェクト
－中学生が学校を美術館に変えた
茂木一司・編集代表
2500円 ／菊 ／304頁 ／並製 4-7989-1730-6
C3037 ／9月28日
●居住福祉研究31
日本居住福祉学会・編
1000円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7989-1732-0
C3036 ／9月28日
●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 ／9月28日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●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／ 9月下旬

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●後悔しない保育園・こども園の選び方
－子どもにとって大切な12の視点
普光院亜紀・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-89464-282-9
C0037 ／9月3日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●信長公記巻首と桶狭間の戦い
尾畑太三・著
2800円 ／A5 ／416頁 ／上製 4-8331-0591-0
C0021 ／9月20日
●ウィシュマさんを知っていますか？
真野明美・著
1200円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-8331-1140-9
C0036 ／9月30日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●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 ／9月10日
●総合人間学15
－コロナ禍を生きぬく 問い合い・思いやる社会
を創造できるか
総合人間学会・編集
1364円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7807-1822-5
C0036 ／9月16日
●イタイイタイ病発生源対策50年史
畑明郎・著
2000円 ／A5 ／280頁 ／並製 4-7807-1823-2
C0036 ／9月16日

●日本の科学者10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 4-7807-2059-4
C0336 ／9月20日
●理科教室 2021年10月号（No.802）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1566-8
C0340 ／9月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●科学者・技術者は組織の中でどう生きるか
（仮）
唐木田健一・著
2400円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8461-2117-4
C0036 ／9月下旬
●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 ／9月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●The New Challenge of Secretary-General 
Nikai Toshihiro
Morita Minoru・著
1091円 ／A5 ／142頁 ／並製 4-8460-2088-0
C0031 ／9月3日
●ベイジルタウンの女神
ケラリーノ・サンドロヴィッチ・著
2000円 ／46 ／312頁 ／上製 4-8460-2040-8
C0074 ／9月3日
●聖書と女性たち
斉藤恵子・著
3800円 ／46 ／430頁 ／上製 4-8460-1983-9
C0016 ／9月14日
●ダーク・デイズ, 論創海外ミステリ274
ヒュー・コンウェイ・著, 高木直二・訳
2200円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-2091-0
C0097 ／9月14日
●コロナ騒動と日本の急所
髙橋弘憲・著
1000円 ／46 ／160頁 ／並製 4-8460-2093-4
C0036 ／9月16日
●定点観測 新型コロナウイルスと私たちの社会 
2021年前半, 論創ノンフィクション14
－忘却させない。風化させない。
森達也・編著
1000円 ／46 ／340頁 ／並製 4-8460-2064-4
C0036 ／9月22日
●狐晴明九尾狩, K.Nakashima selection36
中島かずき・著
1800円 ／46 ／212頁 ／上製 4-8460-2094-1
C0074 ／9月24日
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─8月に出た本

▼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10日
●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
C0020 ／8月12日
●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20日

▼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
●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18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18日
●THANGKA［タンカ］馬場﨑研二画集
馬場﨑研二・画
2500円 ／A4変 ／80頁 ／並製 4-7791-2780-9
C0071 ／8月18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26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26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

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●歴史と文化 第30号
栃木県歴史文化研究会・編
2000円 ／A4 ／112頁 ／並製 4-88748-398-8
C0021 ／8月29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

▼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10日

▼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
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中山れいこ・著
2364円 ／AB ／144頁 ／並製 4-7807-1814-0
C2077 ／8月18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
●高血糖は万病の元
長山淳哉・著
1800円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8461-2115-0
C0047 ／8月31日
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C0036 ／8月31日
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