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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

　河野デジタル大臣は、10 月 13 日、

2024年秋に現行の健康保険証を廃止し

て、マイナンバーカードと一本化した「マ

イナ保険証」に切り替える方針を発表

した。それを受けてマスコミは一斉に「事

実上の義務化」と大きく報道した。し

かし、政府は「義務化」を口が裂けて

も言えない。というのは、法改正が必

要だからである。

　総務省は、マイナンバーカードの交

付枚数が 10 月 18 日時点で約 6305 万

枚となり、全人口に対する割合が 50%

を超えたと発表した。2016年のカード

交付開始から、５割超えるのに約６年

かかった。しかし、これは以下の「利

益誘導」の賜である。政府は、６月末

から、１兆２千億円もの税金を使って、

新規カード取得者らに最大２万円分の

ポイントを与える「マイナポイント第

２弾」を本格的に展開している。

　「マイナ保険証」に一本化する方針も、

カード交付数を増やすためのなりふり

構わない方策と同じレベルにある。し

かし、岸田首相は、国会で、「マイナ保

険証」を持たない人に対して「資格証

明書」という新たな制度を作ると明言

した。

　ここには、カード所持義務化に対す

る政府の及び腰が見られる。政府はそ

んなにカードを普及させたかったら、

法改正をして国民に取得を義務付けれ

ばいいのではと思う。しかし、なぜそ

れをしないのか。いやなぜすることが

できなかったのか、と問うべきだろう。

　その前に、マイナンバーとマイナンバー

カードについておさらいしておこう。

　マイナンバーは日本に住民票を有す

るすべての人に（外国人も含まれる）

付与される 12 桁の番号で、原則として

生涯変わることがない。住民登録すれ

ばかならず付番され拒否できない。一方、

マイナンバーカードは、住民の申請に

より無料で交付されるプラスチック製

のカードで、カードの表面には本人の

顔写真と氏名、住所、生年月日、性別

が記載されていて、身分証明書として

の機能を持つ。また、カードの裏面に

はマイナンバーが記載されているので、

税・社会保障・災害対策の法令で定め

られた手続を行う際の番号確認に利用

できる。さらに、マイナンバーカード

には IC チップが搭載されている。これ

を利用すれば民間事業者を含め様々なサー

ビスに活用することができると政府は

その利便性を謳っている。「マイナ保険証」

もこのICチップを利用するものである。

　そこで、なぜ政府はカード取得を義

務付けることができないのか。この点

について、総務省は「マイナンバーカー

ドは、本人の協力のもと、対面での厳

格な本人確認を経て発行される必要が

あるが、カード取得を義務付ければ、

この本人の協力を強要することになり、

手法として適当でない」と説明してい

る（2019 年３月 15 日経済財政諮問会

議第 17 回国と地方のシステム WG 資

料２－２）。あくまでも本人の自主性に

まかせている。

　政府がこれほどまで気を使っている

のはなぜだろうか。これを解明するには、

国民総背番号（1968 年）、納税者番号

（1983 年）、住基ネット（1999 年）な

どの番号制度の一連の流れを見る必要

がある。それぞれの制度の内容には触

れられないが、いずれの制度において

も実現が頓挫したり、普及に時間がかかっ

た理由には、プライバシーの侵害や個

人情報の漏洩、国家による国民の監視・

管理の手段となるという国民の不安を

政府は払拭することはできなかったか

らである。

　こうして政府は、マイナンバー制度

においても、カード義務化を打ち出す

ことができなかった。その実現のために、

この国民の意識を何とかしてやわらげ

ようと、いやごまかそうと躍起になっ

てきた。マイナンバー制度では、「公平・

公正な社会」を実現することを目的と

するという甘い言葉でごまかして、当

初は、税と社会保障、災害に関する公

的業務に使用すると３つの目的に絞り、

法案を成立させることで手一杯であった。

　しかし、その後、政府は社会保障・

税以外に利用事務をなし崩し的に拡大

している。

　政府は、情報漏洩はない、セキュリティ

は完璧だとするが、これまでヒューマ

ンエラーに起因するものも含めて何件

もの漏洩事件が起っている。諸外国では、

情報セキュリティ上、情報の分散管理

の方向に舵を切っている。日本はそれ

と真逆の方向に走っているといえるだ

ろう。

　健康保険証、つづいて運転免許証の

マイナンバーカードへの一本化の動き

はマイナンバーカードを身分証として

全住民に持たせることを究極の目標と

しているのではないか。そのことによっ

てすべての住民の個人情報を一元管理

することを狙っている。

　現在、私たちはさまざまなカードを持っ

ているが、マイナンバーカードはそれ

とは質・量ともに異次元のものである。

今一度、ますます利活用を拡大させて

いるマイナンバー制度において、自分

の個人情報が政府によってどのように

扱われるかに思いを馳せることは、政

府のマイナンバーカード所持「義務化」

への暴走を食い止めるささやかな抵抗

になると思う。 

消費税増税決定に抗議する（2012 年 8 月 20 日）
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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



▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●貧しかったが、燃えていた
－釜ヶ崎で生きる人々 昭和ブルース編
庄司𠀋太郎・写真
5000円 ／A4変 ／216頁 ／並製
4-7592-5139-5  C0072 ／11月8日
●ともに生きやすい社会って？
－わが家の「師匠」たちと学ぶ
孫美幸・著
1200円 ／46 ／104頁 ／並製 4-7592-6806-5
C0037 ／11月17日
●非部落民の部落問題
朝治武、黒川みどり、内田龍史・編
2500円 ／46 ／276頁 ／並製 4-7592-1037-8
C0021 ／11月24日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●街ダネ記者の半世紀
－秋田県北・取材メモから
田村彦志・著
2200円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-5933-1
C0095 ／11月上旬
●魂が目覚める中学経済の授業
－誰ひとり見捨てない未来のために
藤原孝弘・著
1800円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7684-3595-3
C0037 ／11月上旬
●猫を描く
－古今東西、画家たちの猫愛の物語
多胡吉郎・著
2200円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-7684-5928-7
C0071 ／11月下旬

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●ホロコーストを生きぬいた6人の子どもたち
キャス・シャックルトン・作
1800円 ／A4変 ／100頁 ／並製
4-7726-1504-4  C0036 ／11月1日
●カルトの花嫁
－宗教二世 洗脳から抜け出すまでの20年
冠木結心・著
1400円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7726-1514-3
C0036 ／11月9日
●ぼくたちクルド人
－日本で生まれても、住み続けられないのはな
ぜ？
野村昌二・著
1800円 ／A5 ／160頁 ／上製 4-7726-1515-0
C0036 ／11月下旬
●スクラッチで算数マスター！
－小学校算数全学年用教材プログラム
【Scratch3.0ファイルダウンロード付き】
T. 大塚・著
2700円 ／B5 ／184頁 ／並製 4-7726-1510-5
C0037 ／11月下旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com

●いつか来るとわかっていた介護
－その現状と映画
今泉容子・著
2500円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2809-7
C0036 ／11月14日
●DMAT看護師になりたい
－災害急性期に活動する医療者をめざして
菱沼秀一、神保大士、黒﨑祐也、金子拓・著
1800円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7791-2855-4
C0047 ／11月14日
●アンドレ・ジッドとキリスト教
－「病」と「悪魔」にみる「悪」の思想的展開
西村晶絵・著
4000円 ／46 ／440頁 ／並製 4-7791-2836-3
C0098 ／11月14日
●大インダス世界への旅
－チベット、インド、パキスタン、アフガニス
タンを貫く大河流域を歩く
船尾修・写真, 文
2700円 ／46 ／368頁 ／並製 4-7791-2851-6
C0026 ／11月18日
●バーナデットをさがせ！
マリア・センプル・著, 北村みちよ・訳
3200円 ／46 ／424頁 ／並製 4-7791-2669-7
C0097 ／11月24日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●ジャーナリストたち
－闘う言論の再生を目指して
前田朗・編著
1700円 ／46 ／192頁 ／並製 4-380-22006-7
C0036 ／11月上旬

▼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 12月号 622号
－特集：腸内細菌フローラと農薬・抗生物質・
添加物の影響
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7162-0
C0036 ／11月20日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●教育制度学研究29
教育制度学会・編
2860円 ／A5 ／296頁 ／並製 4-7989-1816-7
C3037 ／11月10日
●大教授学, コメニウスセレクション
ヨハネス・コメニウス・著, 太田光一・訳
4300円 ／A5 ／432頁 ／上製 4-7989-1806-8
C3310 ／11月10日
●顔の見えないデジタル社会
－戦場・生殖・学校から人が消える
佐久間孝正・著
2600円 ／46 ／272頁 ／上製 4-7989-1796-2
C3036 ／11月20日
●福島復興の到達点
川崎興太・編著
4300円 ／A5 ／324頁 ／上製 4-7989-1790-0
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本紙ではもちろん、従来どおり「本体価格」（私た
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【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
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
道玄坂書房
東信堂
同時代社

捕物出版

【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

【2022年11月現在●73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
●月刊 数学教室 12月号（No.846）
－この授業で三学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-122-7 ／11月7日
●隔月刊 社会保障 冬号（No.505）
－第49回中央社会保障学校from千葉
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／A5 ／48頁 ／並製 4-87154-505-1
／11月10日
●迫りくる核戦争の危機と私たち
－「絶滅危惧種」からの脱出のために
大久保賢一・著
2200円 ／46 ／400頁 ／並製 4-87154-221-0
C3031 ／11月4日
●若者が変えるドイツの政治
木戸衛一・著
1600円 ／46 ／204頁 ／並製 4-87154-222-7
C3031 ／11月9日
●国境を開こう！
－移民の経済と倫理
フランク・カプラン、ザック・ウェイナースミ
ス・著, 御立英史・訳
1800円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-87154-223-4
C3031 ／11月9日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●東ドイツ ある家族の物語
－激動のドイツを生きた、四代のファミリーヒ
ストリー
マクシム・レオ・著, 木畑和子・訳
2500円 ／B5 ／344頁 ／並製 4-86598-089-9
C0022 ／11月8日
●小田急電鉄  昭和～平成の記録
山田亮・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-889-5
C0026 ／11月29日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●月よわたしを唄わせて
－“かくれ発達障害”と共に37年を駈けぬけた
「うたうたい のえ」の生と死
あする恵子・著
3500円 ／A5 ／583頁 ／並製 4-7554-0325-5
C0093 ／11月2日



C3036 ／11月22日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●新・地域と大学
－地方国立大学は「個性ある地域」を創れるか？
萩原誠・著
2500円 ／A5 ／301頁 ／並製 4-86124-470-4
C0036 ／11月中旬

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●作文と教育 2022年日本子ども文詩集  No.901
日本作文の会・編
1000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7807-1753-2
C0337 ／11月10日
●労働総研クォータリー 2022年夏季号 No.124
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／56頁 ／並製 4-7807-1893-5
C0336 ／11月10日
●余韻嫋嫋  自選随筆集成
嵐圭史・著
1818円 ／46 ／208頁 ／上製 4-7807-2226-0
C0095 ／11月19日
●理科教室  2022年12月号（No.816）vol.65
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1580-4
C0340 ／11月20日
●日本の科学者  12月号 vol.57
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2073-0
C0336 ／11月20日
●人間と世界（仮）
ルビンシュテイン・著, 小野隆信・訳
2545円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7807-2225-3
C0010 ／11月下旬

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●「表現の不自由展」で何があったのか
臺宏士、井澤宏明・著
2400円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8461-2216-4
C0036 ／11月8日
●カルテがないC型肝炎患者の闘い
－薬害C型肝炎訴訟の記録
カルテがないC型肝炎東京弁護団・編著
2500円 ／46 ／316頁 ／上製 4-8461-2217-1
C0036 ／11月8日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●底なし子の大冒険
渋谷悠・著
2200円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2222-8
C0074 ／11月4日
●105歳の聖火ランナー
－母と私の二人三脚
箱石英政・著
1500円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-2217-4
C0095 ／11月4日

●日蓮誕生
－いま甦る実像と闘争
江間浩人・著
2200円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2220-4
C0015 ／11月4日
●フェンシング・マエストロ, 論創海外ミステ
リ270
アルトゥーロ・ぺレス・レベルテ・著, 高城
高・訳, 土方正志・編
3600円 ／A5 ／344頁 ／上製 4-8460-2072-9
C0097 ／11月4日
●旅から
－全国聞き歩き民俗誌
斎藤たま・著
2400円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-1595-4
C0039 ／11月4日
●吉本隆明全質疑応答Ⅳ
－1987～1990
吉本隆明・著
2200円 ／46 ／368頁 ／並製 4-8460-2029-3
C0090 ／11月30日

─10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 11月号（No.845）
－ちょっと好きかも!?③
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-112-8 ／10月7日
●全身性強皮症とともに生きる－生活の工夫
満川博美・著
1000円 ／46 ／106頁 ／並製 4-87154-220-3
C2047 ／10月21日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●図解で学ぶクリティカル・シンキング
－トゥールミン・モデルを活かして
椎名紀久子、後藤希望、 森川セーラ、南塚信吾 
・共著
2500円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-86598-086-8
C1011 ／10月5日
●新装版  吉本隆明『共同幻想論』の読み方
宇田亮一・著
1800円 ／46 ／216頁 ／並製 4-86598-102-5
C0010 ／10月24日
●ヒギンズさんが撮った東武鉄道
－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・写真
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-888-8
C0026 ／10月27日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●新装改訂版  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 ／10月4日
●加藤智大さんの死刑執行, 年報・死刑廃止2022
年報・死刑廃止編集委員会・編
2300円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-7554-0324-8
C0036 ／10月13日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●日本書紀の年代の法則
－三倍暦で解く古代史の謎
福田健・著
2300円 ／46 ／216頁 ／上製 4-7684-5930-0
C0021 ／10月3日
●風刺漫画で説く 女を待つバリア
西田淑子・著
2200円 ／B5変 ／112頁 ／上製
4-7684-5927-0  C0036 ／10月3日
●「父の支配」を乗り越えた時
－娘と名字
沖藤典子・著
2000円 ／46 ／264頁 ／上製 4-7684-5929-4
C0095 ／10月11日
●敦賀藩, シリーズ藩物語
多仁照廣・著
1800円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7161-6  C0321 ／10月24日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●増補版  揺るぎの時代を生き抜く
－環境運動50年の奔流
矢間秀次郎・著
1800円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7726-1516-7
C0036 ／10月25日
●15歳の壁
－乗り越えた先に見えてくる君の未来
和田秀樹・著
1500円 ／46 ／192頁 ／並製 4-7726-1513-6
C0037 ／10月26日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●我々の星のハルキ・ムラカミ文学
－惑星的思考と日本的思考
小島基洋、山﨑眞紀子、髙橋龍夫、横道誠・編
2700円 ／A5 ／344頁 ／上製 4-7791-2840-0
C0095 ／10月5日
●FOTO ARC Vol.2 
FOTO ARC編集部・編
2000円 ／A4 ／114頁 ／並製 4-7791-2860-8
C0072 ／10月11日
●緋衣の女王－スコットランドのメアリ
ジェイムズ治美・著
3000円 ／46 ／328頁 ／並製 4-7791-2854-7
C0023 ／10月18日
●新・シティプロモーションでまちを変える, 
フィギュール彩Ⅱ
河井孝仁・著
1900円 ／46 ／204頁 ／並製 4-7791-7111-6
C0336 ／10月14日
●市民は行政と協働を創れるか, フィギュール
彩Ⅱ
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河井孝仁・編著
2000円 ／46 ／236頁 ／並製 4-7791-7110-9
C0336 ／10月18日
●中年男のオックスフォード留学奮戦記
広瀬佳司・著
2400円 ／46 ／232頁 ／並製 4-7791-2856-1 
C0095 ／10月18日
●夏
イーディス・ウォートン・著, 山口ヨシ子、石
井幸子・訳
2800円 ／46 ／272頁 ／上製 4-7791-2857-8
C0097 ／10月24日
●いくつになっても ぬいぐるみ愛
－幸せの日々のために
松原敬三・著
1800円 ／46 ／192頁 ／並製 4-7791-2859-2
C0070 ／10月26日
●隠された日本古代史
－存在の故郷を求めて
林順治・著
2700円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2858-5
C0021 ／10月26日

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●なぜ、人は栃木に魅せられるのか  人物編
Delphiの会・編著
1800円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-88748-408-5
C0021 ／10月26日
●とちぎの石造物
塙静夫・文, 写真
2500円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-88748-406-1
C0021 ／10月26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
●ホンダ レブル250  カスタム＆メンテナンス
佐久間則夫・編
2500円 ／B5 ／184頁 ／並製 4-88393-976-3
C0065 ／10月25日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●自然栽培の手引き
－野菜・米・果物づくり
のと里山農業塾・監修, 粟木政明、廣和仁・編
2200円 ／A5 ／262頁 ／並製 4-88340-358-5
C0061 ／10月17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 11月号 621号
－特集①：持続可能な漁業のために！ ②：小麦
粉を米粉に替えて自給率アップを応援！
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7161-3
C0036 ／10月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp

http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●環境変化に対応する農業市場と展望, 講座 こ
れからの食料・農業市場学
野見山敏雄、安藤光義・編
2800円 ／A5 ／260頁 ／並製 4-8119-0637-9
C3033 ／10月14日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●コミュニティ政策20 
コミュニティ政策学会・編
2000円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7989-1814-3
C3036 ／10月10日
●「地域の価値」をつくる
除本理史、林美帆・編著, 石田正也・監修
1800円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7989-1801-3
C3036 ／10月20日
●居住福祉研究33
日本居住福祉学会・編
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1815-0
C3036 ／10月30日
●STEM高等教育とグローバルコンピテンス
山田礼子・編著
3600円 ／A5 ／316頁 ／上製 4-7989-1771-9
C3037 ／10月30日
●地域子ども学をつくる
地域子ども学研究会・編, 天童睦子、足立智
昭・責任編集
1800円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7989-1805-1
C3037 ／10月30日
●第四版  理工系学生のための日本語表現法
－SDGs時代の学びを拓く初年次教育  
森下稔、市川桂、鴨川明子・編
1400円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7989-1811-2
C3037 ／10月30日
●ウクライナ戦争の教訓と日本の安全保障
神余隆博、松村五郎・著
1800円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7989-1807-5
C3031 ／10月31日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●九州・沖縄の日刊地域紙
宮下正昭・著
2800円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-86124-481-0
C0000 ／10月20日
●鹿児島の星空ガイド
西井上剛資・著
2000円 ／B5変 ／127頁 ／並製
4-86124-475-9  C0044 ／10月20日
●語られた歴史  島津久光
安川周作・著
1800円 ／46 ／205頁 ／並製 4-86124-474-2
C0021 ／10月24日

▼批評社／03-3813-8990
book@hihyosya.co.jp
http://hihyosya.co.jp
●日常と地域の戦争遺跡
大西進・編
3000円 ／A5 ／360頁 ／並製 4-8265-0737-0
C0036 ／10月20日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●なぜ、首都圏でガンが60万人増えているの
か！？
山田國廣、中村修・著
1000円 ／A5 ／90頁 ／並製 4-8331-1150-8
C0036 ／10月14日
●昭和遠近  短歌でたどる戦後の昭和
島田修三・著
1500円 ／46 ／226頁 ／並製 4-8331-2115-6
C0095 ／10月14日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●楽しく読んですらすらおぼえる4年生の漢字
童話, 学年別漢字童話シリーズ4  改訂版
－幸せの青いゾウ・タイムトラベル
井上憲雄・著
1000円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-7807-2221-5
C6037 ／10月4日
●楽しく読んですらすらおぼえる5年生の漢字
童話, 学年別漢字童話シリーズ5 改訂版
－うそつきホラすけの冒険・なぞの転校生
井上憲雄・著
1000円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-7807-2222-2
C6037 ／10月4日
●楽しく読んですらすらおぼえる6年生の漢字
童話, 学年別漢字童話シリーズ6 改訂版
－ぐず太郎バンザイ・くつみがきのおじさん
井上憲雄・著
1000円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-7807-2223-9
C6037 ／10月4日
●作文と教育  2022年10・11月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1752-5
C0337 ／10月10日
●理科教室  2022年11月号（No.815）vol.65
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1579-8
C0340 ／10月20日
●日本の科学者 11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 4-7807-2072-3
C0336 ／10月20日
●ブラインドロードの旅
－「幸せさがし」から「言葉さがし」・「歴史さ
がし」へ
高林正夫・著
1818円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7807-2224-6
C0095 ／10月22日
●教えて、はとむぎ博士！ 世界初 免疫力が甦
る！「発芽・発酵はとむぎ」の力
岡田幸子・著
1636円 ／46 ／192頁 ／並製 4-7807-2220-8
C2077 ／10月26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
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本体価格／判型／頁数／製本形態
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●出版協は一貫して「消費税総額表示」に反対です。
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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
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
道玄坂書房
東信堂
同時代社

捕物出版

【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
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▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協11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「22年11月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「11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
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8000円 ／A5 ／1458頁 ／3冊組函入
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4-8460-2215-0  C0037 ／10月4日
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2400円 ／A5 ／272頁 ／上製 4-8460-2205-1
C3034 ／10月17日
●もう一つの白虎隊
－二本松少年隊の悲憤
寺沢秀明・著
1800円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2188-7
C0093 ／10月17日

11月に出る本／出版協BOOKS

▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協11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「22年11月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「11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
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
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
道玄坂書房
東信堂
同時代社

捕物出版

【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

【2022年11月現在●73社】


