
流対協

　　　　　　shuppankyo@neo.nifty.jp

出版協

  ●ほんのひとこと

自社のジェンダーギャップ指数は？ 

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

119号（通巻343号） 2022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 晴山生菜
皓星社

●低迷するジェンダーギャップ指数
　世界各国の男女平等の度合を数値化し
た「ジェンダー・ギャップ指数」。7 月
13 日、世界経済フォーラム（WEF）が
2022年度報告書を発表しました。「経済」

「教育」「健康」「政治」の４つのデータ
から作成され、０が完全不平等、１が完
全平等を示すこの指数で、日本の指数は
たったの 0.65。調査対象となった世界
146 カ国中 116 位で、先進国中最下位
でした。全く恥ずかしいことながら、我
と我が身を見直してみると、さもありな
んと思います。

●イベント「学校では教えてくれない性
の話」
　今年の７月から９月にかけて「学校で
は教えてくれない性の話」と題して、田
原町の Readin’Writin’BOOKSTORE
で３回にわたってトークイベントを行い
ました。講師は中学校の保健体育教員の
樋上典子さん。樋上さんは都立養護学校

（現特別支援学校）で９年、足立区内の
中学校で 30 年、保健体育科教員として
勤務してきました。自民党と統一教会と
の癒着から最近再び話題にのぼるように
なった「七生養護学校事件」（1997）で
バッシングを受けたその当事者です。
　樋上さんは現在も、大学の研究者らと
プログラムを組んで包括的な性教育実践
を行っています。今回のイベントでは「性
教育を人権教育」と位置付け、「科学的
にからだのしくみを学ぶこと」「力強く
生きる自信をつけること」、そしてそこ
から「他者を思いやり、尊重すること」
を考える講義をしていただきました（後
日単行本化予定）。
　特に印象深かったのは第１回目の「日
本の性教育と多様な性」。「自認する性」「身
体の性」「表現する性」「性的指向」の４
つの性の在り方と、そうした多様な性の
あり方が性教育の前提とされてこなかっ
た、日本の性教育の現状等についてお話
をうかがいました。
　今年で出版業界に入って 13 年目にな

りますが、その当時と比べると#Me too
運動など性加害を訴える運動がニュース
として取り上げられることが多くなりま
したし、書店でも「性の多様性」をテー
マにした本を目にする機会が増えました。
けれど私自身はあまり「身近な問題」と
してこれを考える機会がありませんでし
た。それだけに今回の３回の講座はとて
も新鮮でした。

●ハラスメントは、本当にない？
　非常に書きづらいのですが、私はごく
最近まで、自分はセクシャルハラスメン
トとは無縁の人間だと思ってきました。
宴席で際どい冗談に肝を冷やしたことく
らいはあるものの、特段不愉快な思いを
させられたことはありませんでした（元々
鈍感な方だということはありますが）。
　けれども一連の講義を聞いて来し方を
振り返ってみると、「あの時のあれは、
ハラスメントだったんじゃないか」と思
い当たることが幾つかあります。自分が
受けた発言や行為もですが、より強く思
い返されるのは、むしろ自分の発言や態
度に対してです。
　たとえば先日、若い社員からこんな問
題提起がありました。
　数ヶ月前、私と取引先との打合せに出、
そのあとの食事にも同席したことがあり
ました。そのとき、相手からセクハラ紛
いのことを言われたそうなのです。その
ように指摘されるまで、私自身はそのこ
とに気づいていませんでした。問題は、
セクハラ発言そのものよりも、社員がセ
クハラを受けているのに私が気づきもせ
ず談笑していたことで、出版社の代表者
として、晴山これで良いのだろうか？
というのがその話の主眼でした。
　もし当事者を加害者と被害者で二分す
るならば、私は加害者で、社員は被害者
ということになります。流石に話を切り
出されたときは動揺しましたが、今は、
こういう話が出てよかったと思っていま
す。特にセクハラに関していえば、世代
間での認識の差というものも大きい。無

自覚に加害者になってしまい、そのこと
に気づかないまま過ごしてしまうことも
あり得ます。特に弊社のような少人数の
チームにとっては、チーム内での信頼関
係は成果を出していくための大前提です
から、それを揺るがす問題の芽があれば、
早期に摘まなければなりません。
　またこのことで、小さな違和感や不快
感について、問題を提起していいのだ（む
しろ言った方がいい）、という認識が、チー
ム内で共有されるようになりました。

●いい会社とは？
　いい会社とは、何でしょう。異なる世
代の、皆それぞれに違う人間が同じ環境
で働くのですから、すれ違いは必ず起こ
ります。嫌な思いをすることも、させて
しまうこともあるでしょう。だからせめ
て、誰かが「我慢する」「黙る」環境は
作らないようにしたい。誰でも問題を提
起でき、話を聞くこともできる環境、を
作っておかなくてはいけません。
　だとすると、「自分の周りにはハラス
メントはない」という思い込みは、非常
に危険です。ぎくっとした方、自分の先
入観が、無意識のうちに誰かに沈黙を強
いている可能性はありませんか？　逆に、
無意識のうちに小さな違和感を飲み込ん
ではいませんか？
　「超快適」とは言わないまでも、せめ
て皆が「不快でない環境」を作り維持し
ていくためには、対話しつつ、常に自分
の感覚をアップデートしていくことが必
要だと思います。旧態依然とした性教育
の現状、法制化されない選択的夫婦別姓
等、国の政策に対して言いたいことは腐
るほどあります。出版物を通じてそうし
た発信を続けつつ、自らを顧みて、私た
ちの環境だけでもジャンダーギャップ指
数「１」を目指したいと思っています。
　樋上典子先生の『学校では教えてくれ
ない性の話』は、来春刊行予定ですので、
こちらはぜひ、ご期待のほど。

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

、



▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●HAVE PRIDE
−生きる！ 愛する！ LGBTQ＋の2300年の歴史
ステラ・A・コールドウェル・著
2200円 ／B5変 ／136頁 ／上製
4-7726-1495-5  C0036 ／9月7日
●親子でせいけつマスター！①体と髪を洗おう,
発達支援ポスター／くりかえして身につけよう
公益社団法人 発達協会・監修
1700円 ／A3 ／2頁 ／並製 4-7726-5508-8
C8037 ／9月下旬
●親子でせいけつマスター！②顔を洗おう,発達
支援ポスター／くりかえして身につけよう
公益社団法人 発達協会・監修
1700円 ／A4 ／1頁 ／並製 4-7726-5509-5
C8037 ／9月下旬
●親子でせいけつマスター！③歯をみがこう, 
発達支援ポスター／くりかえして身につけよう
公益社団法人 発達協会・監修
1700円 ／A4 ／2頁 ／並製 4-7726-5510-1
C8037 ／9月下旬
●愛着障害は何歳からでも必ず修復できる
米澤好史・著
1700円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7726-1506-8
C0037 ／9月下旬
●イラスト版　小中学生のライフスキルトレー
ニング−未来に向けて身につけたい家庭・学
校・社会生活の基本
平岩幹男・著
2000円 ／B5変 ／128頁 ／並製
4-7726-1500-6  C0037 ／9月下旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●マカオ黒帯団
野上勝彦・著
4000円 ／46 ／632頁 ／並製 4-7791-2852-3
C0093 ／9月9日
●ドイツ演劇パースペクティヴ
寺尾格・著
3500円 ／46 ／416頁 ／並製 4-7791-2848-6
C0074 ／9月9日
●泣き笑い競輪日記
内田浩司・著
2000円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7791-2843-1
C0075 ／9月9日
●女性参政権運動家 エメリン・パンクハースト
−弱者と女性と平等のために
ポーラ・バートリー・著, 山本博子・訳
3600円 ／A5 ／340頁 ／上製 4-7791-2847-9
C0022 ／9月9日
●30分でよくわかる！ Web3の稼ぎ方！
−NFT・メタバース・暗号資産でお金を稼ぐ9
つの方法！
小澤隆博・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7791-2853-0
C0033 ／9月22日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com

●やわらかいフェミニズム
−シスターフッドは今　
河野貴代美・編著
1800円 ／46 ／252頁 ／並製 4-380-22004-3
C0036 ／9月下旬

▼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 620号
−特集：そば好きの日本人 奥深いそば文化から
最近のそば事情まで
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7160-６
C0036 ／9月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●改革30年農業と土地制度
−ロシア・中国・ベトナム
長友謙治・著
1800円 ／A5 ／196頁 ／並製 4-8119-0632-4
C3061 ／9月5日
●農村における農的な暮らし再出発, JCA研究
ブックレット30
−「農活」集団の形成とその役割
小林みずき・著, 図司 直也・監修
750円 ／A5 ／64頁 ／並製 4-8119-0634-8
C0036 ／9月16日
●新基本法見直しへの視点, 暮らしのなかの食
と農68
田代洋一・著
900円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-8119-0633-1
C0061 ／9月16日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●国際取引法（上）
井原宏・著
4500円 ／A5 ／402頁 ／並製 4-7989-1776-4
C3032 ／9月10日
●国際刑事裁判所, 国際法・外交ブックレット5
−国際犯罪を裁く
尾﨑久仁子・著, 浅田正彦、中谷和弘・監修
1000円 ／A5 ／104頁 ／並製 4-7989-1791-7
C0332 ／9月10日
●生きること、そして哲学すること
松永澄夫・著
2700円 ／A5 ／326頁 ／並製 4-7989-1792-4
C1010 ／9月15日
●北米移民メキシコ人のコミュニティ形成
吉野孝、山﨑眞次・編著
2300円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7989-1782-5
C3031 ／9月15日
●聖灰日の晩餐, ジョルダーノブルーノ作品集2
加藤守通・著
3000円 ／A5 ／186頁 ／上製 4-7989-1774-0
C3310 ／9月30日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
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晩成書房
ひとなる書房
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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
●月刊 数学教室 10月号（No.844）
−ちょっと好きかも!?②
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-102-9 ／9月7日
●首都圏の「綻び」
−記者が出会った識者と考察　　　
長竹孝夫・著
1500円 ／46 ／182頁 ／並製 4-87154-219-7
C3036 ／9月9日
●トノハヅル  言の羽鶴
−影山留都 散詩集　　
影山留都・著
1200円 ／46 ／116頁 ／並製 4-87154-215-9
C0092 ／9月11日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●飯田線
−1960～90年代の思い出アルバム
牧野和人・著　　　　　　　　　　　　　　　
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-887-1
C0026 ／9月27日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●新装版  沖縄戦場の記憶と「慰安所」
洪玧伸・著
3800円 ／A5 ／503頁 ／並製 4-7554-0323-1
C0021 ／9月上旬

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●ロシアのなかのソ連
−さびしい大国、人と暮らしと戦争と
馬場朝子・著
1800円 ／46 ／192頁 ／並製 4-7684-5925-6
C0030 ／9月中旬
●心なき精神医療を父が裁く
竹内實・著
2000円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7684-3594-6
C0036 ／9月中旬
●波瀾万丈も悪くない。
野津智・著
1800円 ／A5 ／192頁 ／上製 4-7684-5926-3
C0023 ／9月中旬



●保育とアタッチメント
−幸せな人生につながる土台づくり
上野永子、岡村由紀子、松浦崇・著
1300円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-89464-291-1
C3037 ／9月28日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●ウクライナ戦争と分断される世界
大西広・著
1455円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7807-2217-8
C0036 ／9月5日
●理科教室 2022年10月号（No.814）vol.64
科学教育研究協議会・編集
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1578-1
C0340 ／9月20日
●日本の科学者10月号 vol.57
−JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2071-6
C0336 ／9月20日
●日日是好読（仮）
−マイニチアキズニホンヲヨム
新舩海三郎・著
2273円 ／46 ／360頁 ／並製 4-7807-2218-5
C0095 ／9月23日
●続・「邪馬台国」は北九州と『日本書紀』に
−「邪馬台国論争」の真実
草野善彦・著
1818円 ／46 ／224頁 ／上製 4-7807-2219-2
C0021 ／9月28日

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●少年時代
ラビンドラナート・タゴール・著, 大西正幸・
訳, 解説
2000円 ／A5変 ／220頁 ／仮フランス装
4-8396-0332-8  C0097 ／9月28日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●土俗と変革
笠井尚・著
2800円 ／46 ／352頁 ／上製 4-8460-2178-8
C0095 ／9月9日
●川野京輔探偵小説選Ⅲ, 論創ミステリ叢書
128
川野京輔・著, 河瀬唯衣・解説
3200円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-8460-2056-9
C0093 ／9月9日
●ヨーク公階段の謎, 論創海外ミステリ287
ヘンリー・ウェイド・著, 中川美帆子・訳
3400円 ／46 ／336頁 ／上製 4-8460-2142-9
C0097 ／9月9日
●台湾野球の文化史
−日・米・中のはざまで
アンドルー・D・モリス・著, 丸山勝・訳
3200円 ／A5 ／446頁 ／上製 4-8460-2115-3
C0022 ／9月15日
●定点観測 新型コロナウイルスと私たちの社会 
2022年前半, 論創ノンフィクション

−オミクロン株の猛威
森達也・編著
2000円 ／46 ／258頁 ／並製 4-8460-2195-5
C0036 ／9月30日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●クルーハウスの秘密−第一次世界大戦の英国
プロパガンダ戦争の内幕
キャンベル･スチュアート卿・著, 小田切しん
平、松田あぐり・訳
2600円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8461-2214-0
C0031 ／9月14日
●一無教会キリスト者のあゆみ
筒井哲郎・著
3000円 ／46 ／340頁 ／並製 4-8461-2215-7
C0036 ／9月下旬

─8月に出た本

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室 9月号（No.843）
−ちょっと好きかも!?①
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-092-3 ／8月7日
●平和を  戦争はいやだ
−戦争裁判担当弁護士から
児玉勇二・著
1600円 ／46 ／212頁 ／並製 4-87154-216-6
C3031 ／8月15日
●人生100年時代のニュー・ライフスタイル
−「新しい生活様式」を超えた医（移）・職・住
川村匡由・著
1400円 ／46 ／156頁 ／並製 4-87154-217-3
C3036 ／8月15日
●ウクライナ危機から問う日本と世界の平和　
−戦場ジャーナリストの提言
志葉玲・著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-87154-218-0
C3031 ／8月15日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●ヒギンズさんが撮った京浜急行電鉄、京成電
鉄、新京成電鉄−コダクロームで撮った1950
～70年代の沿線風景
ジェイ・ウォーリー・ヒギンズ・著　
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-886-4
C0026 ／8月30日
●ああ、鈍行鉄道人生　　　
−昭和・平成の鉄道員泣き笑い記
吉野孝治・著
2200円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-86598-101-8
C0026 ／8月25日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com

http://www.kaihou-s.com
●天王寺・文の里夜間中学の存続を
−生きる権利と学ぶ権利がす べてに優先する
夜間中学卒業者の会・編
1800円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-7592-2352-1
C0037 ／8月5日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●きりえや偽本シネマ大全
−名作映画パロディの世界
高木亮・著
2000円 ／46 ／244頁 ／上製 4-7684-5922-5
C0095 ／8月4日
●「昭和鹿鳴館」と占領下の日本
−ジャパンハンドラーの源流
山田邦紀・坂本俊夫・著
2400円 ／46 ／280頁 ／上製 4-7684-5924-9
C0021 ／8月12日

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●マウロ・バハティエラ
−行動するアナキスト、 ジャーナリスト
フリアン・バディーリョ・ムニョス・著, 渡辺
雅哉・訳
2000円 ／46  ／200頁 ／並製 4-7744-0773-9
C0023 ／8月15日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●イラスト版10分で身につくネット・スマホの
使い方−トラブルを回避する34のワーク
竹内和雄・編著
1800円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7726-1508-2
C0037 ／8月5日
●コロロメソッドで学ぶ ことばの発達ワーク
シート−ボディイメージ編
コロロ発達療育センター・編
1800円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1486-3
C0037 ／8月8日
●学校教育の未来を切り拓く 探究学習のすべて
−PC×Rサイクルによる指導原理と評価法
環境探究学研究会・編著
2000円 ／B5 ／200頁 ／並製 4-7726-1497-9
C0037 ／8月12日
●マンガ  APD／LiD（聴覚情報処理障害／聞き
取り困難）って何！？
−聞こえているのに聞き取れない私たち
きょこ・著
1500円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7726-1507-5
C0037 ／8月22日
●はじめてまなぶ こころ・からだ・性のだいじ  
ここからかるた
染矢明日香・著
3800円 ／カード ／95枚 ／並製
4-7726-5504-0  C8037 ／8月23日
●気づく・えらぶ・伝える　こころとからだコ
ンディションカード
プルスアルハ・著
3400円 ／カード ／75枚 ／並製 4-7726-5506-
4  C8037 ／8月26日
●スバルくんは 頭の中 全部言いたくてしょう
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がない
−わが家のハッピーBOYは自閉スペクトラム症
星あかり・著
1400円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7726-1494-8
C0037 ／8月25日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●パワー・ポリティクス
マーガレット・アトウッド・著, 出口菜摘・訳
2000円 ／46 ／136頁 ／並製 4-7791-2846-2
C0098 ／8月3日
●理系が解く『日本書紀』の謎
善積章・著
2500円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2820-2
C0021 ／8月3日
●メタバース預言の書
兼安暁・著
1600円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7791-2837-0
C0033 ／8月5日
●ロシア民族精神の深淵
ピョートル・ストルーヴェ・編, 植田樹・訳
6000円 ／A5 ／522頁 ／並製 4-7791-2841-7
C0022 ／8月5日
●人権・戦争・地球環境
関家新助・著
2200円 ／46 ／194頁 ／並製 4-7791-2842-4
C0030 ／8月25日
●フロス河畔の水車場, The Complete Works of 
George Eliot ジョージ・エリオット全集
ジョージ・エリオット・著, 植松みどり・訳
6000円 ／A5 ／616頁 ／並製 4-7791-1743-5
C0097 ／8月25日
●足に敷かれた花
ロナルド・ファーバンク・著, 浦出卓郎・訳
2500円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7791-2839-4
C0097 ／8月25日
●在日二世から見た日本と韓国
文一倉・著
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7791-2845-5
C0036 ／8月25日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●新装版  検証 朝鮮戦争
−日本はこの戦争にどうかかわったか
白宗元・著
2200円 ／46 ／332頁 ／並製 4-380-22005-0
C0031 ／8月17日

▼スタジオタッククリエイティブ／
03-5474-6213
stc@fd5.so-net.ne.jp
https://www.studio-tac.jp/main
●決定版 オートバイの洗車・メンテナンス入門
佐久間則夫・編
2300円 ／B5変 ／160頁 ／並製
4-88393-972-5  C0065 ／8月5日
●究極のSPAM® COOK BOOK
Hormel Kitchen・著
2100円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-88393-973-2
C2077 ／8月22日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●図解よくわかるモモ栽培
−品種・管理作業・整枝剪定
富田晃・著
2000円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-88340-357-8
C0061 ／8月9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 9月号 619号
−特集：「笑い」の力で心も体も生き返る
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7159-0
C0036 ／8月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●都市農業の変化と援農ボランティアの役割
−支え手から担い手へ
後藤光蔵、小口広太、北沢俊春、田中誠・著
2200円 ／A5 ／180頁 ／並製 4-8119-0631-7
C3033 ／8月1日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●比較教育学研究65
−特集：障害のある子どもの教育の現在
日本比較教育学会・編
1700円 ／A5 ／186頁 ／並製 4-7989-1802-0
C3037 ／8月1日
●哲学を創造する
−ひとおもい4
ひとおもい編集委員会・編
2700円 ／A5 ／304頁 ／並製 4-7989-1786-3
C3010 ／8月20日
●福島原発事故と避難自治体, 原発避難12
−市町村長が語る復興の過去と未来
川崎興太・編集代表
7800円 ／B5 ／472頁 ／上製 4-7989-1788-7
C3036 ／8月20日
●命かがやいて〔二か国語版〕
−被爆セーラー服のなみだ
大西知子・著
1600円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7989-1797-9
C0095 ／8月20日
●化学兵器の使用と国際法, 国際法・外交ブッ
クレット4
浅田正彦・著, 浅田正彦、中谷和弘・監修
1000円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1794-8
C0332 ／8月31日

▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com
●帯状疱疹後神経痛を治す
−新経絡治療で痛みを改善
宇土博・著
1400円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-86489-147-9
C0077 ／8月2日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●グローバル地域研究  第2号
グローバル地域研究会・編
2500円 ／B5 ／263頁 ／並製 4-86124-460-5
C0030 ／8月20日
●薬害裁判
−副作用隠蔽事件を闘った町医者の記録
井手節雄・著
1300円 ／A5 ／205頁 ／並製 4-86124-471-1
C0047 ／8月25日

▼批評社／03-3813-8990
book@hihyosya.co.jp
http://hihyosya.co.jp
●澱河の府
新井勉・著
1500円 ／46 ／364頁 ／並製 4-8265-0733-2
C0093 ／8月25日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●作文と教育 2022年8・9月合併号
日本作文の会・編集
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1751-8
C0337 ／8月10日
●亮子よ
佐藤藤三郎・著
1818円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7807-2216-1
C0095 ／8月20日
●理科教室 2022年9月号（No.813）vol.64
科学教育研究協議会・編集
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1577-4
C0340 ／8月20日
●日本の科学者9月号 vol.57
−JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2070-9
C0336 ／8月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●プロブレムQ&A 化学物質過敏症の暮らしと
住まい
足立和郎・著
2000円 ／A5変 ／244頁 ／並製
4-8461-2213-3  C0336 ／8月31日

▼ロクリン社／03-6303-4154
katsuya@rokurin.jp
https://www.rokurin.jp
●いないいない だーれだ？
エルサ・ムロジウィッツ・作
1250円 ／薄型ボードブック ／22頁 ／並製
4-907542-92-4  C8793 ／8月30日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●コロナ期の学校と教育政策, 論創ノンフィク
ション25
前川喜平・著
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本体価格／判型／頁数／製本形態
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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「22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。
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●会員社一覧

【あ】
あけび書房
梓出版社
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
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