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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 上野良治
合同出版

●リモート開始から１５カ月
　２０２０年３月、新型コロナ蔓延の
兆しに、リモート体制を導入した。グ
ループ４社の内１社を独立させ、３社
のスタッフのうち、①自宅リモートに
専念する者、②これまで通り通勤する
者に分かれた。
　神田神保町のオフィスに常勤する者
が３分の１、１０人程度になったため、
年額８００万円からの家賃は、寸法に
合わなくなった。
　毎日社員が来て、相互に顔を見合わ
せながら仕事をしてきた慣習が、リモー
トという名の完全フレックスタイムに
なった。地位、待遇、給与が従来通り
で、就業スタイルからすると「革命的
な変更」が起こったわけだ。
　よくしたもので、それぞれが仕事の
こなし方を工夫して、この１年あまり
の間に適当な「解」を見つけたようだ。
もちろん、自宅の台所の椅子が硬かっ
たり、パソコンの性能が追いつかず、
毎日の Zoom 会議に対応できなかっ
たり、話し相手、相談者が周りにいな
い環境に不適応状態が現れたスタッフ
もみられたが……。また、家族間の調
整が必要な家庭もあったようだ。

●６０年の神保町を離れて
　２１年３月、６０年以上もお世話に
なった神保町を離れて事務所を中央線
の小金井市に移した。民家を事務所風
に改造して３社のオフィスにし、千葉
の先からは通えないスタッフや、印刷
屋さんなどとの打ち合わせ用に九段の
サテライトオフィスを設けた。
　前庭と奥庭があり、花と野菜と果樹
を植え、広大な小金井公園からやって
くる小鳥の声を聞きながら仕事ができ
る。

●有難きかな「巣篭もり効果」
　このようにして、歴史エポックのコ
ロナ時代初年度をやり過ごしたが、ス
タッフの出社スタイルも様変わりし、
社の業務の内容、そのやり方が大きく
変わってきた。いや、大きく変わらな
ければならないという意識が強くなっ
てきたというべきかもしれない。
　これは後の分析に委ねたいが、いわ
ゆる「巣篭もり効果」で、例えば、日
販は２０年度の決算で前年比営業利益
は 167.8％、経常利益も前年比
181.0% と増収増益になったという。
小学館、講談社などの大手版元も好調
のようだ。
　幸運なことに、出版業界としては、
売上前年比７０％、８０％減などとい
う壊滅的打撃は起こらなかったようだ。
まったく幸運だった。もし、飲食関連
業界のようなことが起こっていたら、
積年の体力消耗の上に輸血が途絶え、
瀕死の状況に陥っていただろう。
　今と今後をどう切り抜けていくか。
取次、大出版社グループでは大きな構
想が動き出しているようだが、わが社
はどうするか？

●わが社に起こった小さな変化
　まずは、今年３月に２名の新入女性
スタッフを迎え入れ、従来の営業部の
名称を「営業プロモート部」に変更し、
営業志望で入社した１名に入部しても
らった。名前を変えて、実行者を変え
て、変化の実を挙げていこうという戦
略だ。
①オンラインイベントの活用による著
者、読者との繋がりの強化
②オンラインによる告知・広告の活用
③オンラインによる研修講座のビジネ
スモデルの構築
④オンライン会議による、内部打ち合

わせの深化
⑤すべての業務でのオンライン活用
⑥経営データのオンライン化とシンプ
ルな分析システム作り
　列挙すると、すべての改善要素がコ
ンピュータ絡みになっていた。

●せめて四則計算レベルの活用を
　そんなことを考えながら原稿を書い
ていたら、ハッカーレベルの知識を持
つコンピュータ技術者が来社した。
　早速、企画の初版部数、刊行１年後
の最低限部数／最大限何部の予測、そ
うした予測プログラムを素人が創るこ
とができるかと相談してみた。
　コンピュータの特性について委細説
明のあと、結論としてそれは無理だろ
うというのがホワイトハッカーのご宣
託だった。信頼性のあるプログラムを
創るには編集者並みの知識を持ってい
るプログラマーが、膨大な時間（人件
費）をかけて創ることになるが、予測
精度、費用ともに到底間尺に合わない
だろうとのことだった。
　それはそうだろうなとわれに返った
が、ビッグデータを基にした〈企画成
功率シミュレーションプログラム〉と
まではいわないまでも、Excel を活用
して経営・編集業務に活かしたいもの
だと思っている。

●最後に引っ越し２つの蛇足
①電話、FAX などのリース契約には
ご用心。リース残年数の全額を払わな
いとリース借金から解放されない。
②差入保証金の適正な額を返還しても
らうのは一苦労。入居の際、保証金の
返還条項を委細に確認。
　ともあれ、コロナ禍の終息があった
とき、何が定着して、何が旧に復する
か、歴史実験としては興味津々だ。

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



●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月下旬

▼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
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
●伝統の技キラリ！ 暮らしを彩る和食器具
－Japanese Kitchenware＆Utensils
食べもの通信社編集部・編
1600円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7726-7712-7
C0077 ／7月30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7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9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16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16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 ／288頁 ／並製 4-7791-2706-9
C0022 ／7月16日
●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 ／396頁 ／並製 4-7791-2769-4
C0031 ／7月30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

▼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
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出版協BOOKSを利用される
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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7月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「7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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自然食通信社
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筑波書房
柘植書房新社
東信堂
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【な】
南方新社
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白澤社
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「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

▼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

▼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月上旬
●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月中旬
●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月中旬
●〈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月下旬



▼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
●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 ／7月28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
●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月上旬
●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月上旬
●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月上旬
●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  C0000 ／7月下旬

▼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月上旬
●謎解き「わらべ唄」私考
青木國男・著
1600円 ／46 ／202頁 ／並製 4-8331-5386-7
C0039 ／7月上旬
●老いという贈り物
井口昭久・著
1400円 ／46 ／182頁 ／上製 4-8331-3183-4
C0036 ／7月下旬

▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●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
●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
●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
●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月下旬
●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月下旬

▼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月下旬

▼論創社／03-3264-5232
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

─6月に出た本

▼あけび書房／03-3234-2609
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●イタリアで見つけた共生社会のヒント－フ
ル・インクルーシブ教育に基づく人々の暮らし
2019年度地域コアリーダープログラム・イタ
リア派遣団・編
1200円 ／A5 ／124頁 ／並製 4-87154-189-3
C3036 ／6月3日
●月刊 数学教室6月号（No.829）
－特集：私、失敗しないので？③
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-071-8 ／6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
●阪神電鉄沿線アルバム
－昭和～平成
辻良樹・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-872-7
C0026  ／6月29日
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▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●沖縄人民党事件
－米国民政府軍事法廷に立つ瀬長亀次郎
森川恭剛・著
3000円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-7554-3007-7
C0021 ／6月25日
●風の声・土地の記憶
大城貞俊・著
2000円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7554-3008-4
C0093 ／6月25日
▼海象社／03-6868-4061
https://www.kaizosha.co.jp
●エコなお家が横につながる
－エネルギー使いの主人公になる
小林光・著
1000円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-907717-65-0
C0336 ／6月5日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●北の被差別の人々
－「乞食」と「革師」
浪川健治・著
5000円 ／A5 ／356頁 ／上製 4-7592-4228-7
C3021 ／6月15日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●シモーヌ（Les Simones）VOL.4
－特集：アニエス・ヴァルダ 記録する女
シモーヌ編集部 ・編
1400円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-7684-9104-1
C0036 ／6月8日
●相談支援の処「法」箋
－福祉と法の連携でひらく10のケース
青木志帆・著
1700円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7684-3587-8
C0036 ／6月8日
●福山藩, シリーズ藩物語
八幡浩二・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7158-6  C0321 ／6月10日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●核のゴミ
－「地層処分」は10万年の安全を保証できる
か？！
古儀君男・著
1600円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7726-1464-1
C0044 ／6月15日
●子どものつまずきからわかる  算数の教え方
澳塩渚・著, 平岩幹男・監修, まうどん・イラス
ト
1600円 ／B5 ／80頁 ／並製 4-7726-1463-4
C0037 ／6月3日
●命の境界線－保護されるシカと駆除される鹿
今西乃子・著, 浜田一男・写真
1500円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7726-1462-7
C8095 ／6月3日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●純粋の探究
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
3000円 ／46 ／228頁 ／並製 4-7791-2758-8
C0097 ／6月4日
●命のワンスプーン
瀬田裕平・著
1500円 ／46 ／195頁 ／並製 4-7791-2753-3
C0093 ／6月4日
●「オンラインストレス」不調は自分で治せる
－肩こり・腰痛・眼精疲労・脚のむくみ・外耳
炎…
笠原章弘・著
1400円 ／46 ／168頁 ／並製 4-7791-2750-2
C2077 ／6月4日
●ハロルド・ピンター
－不条理演劇と記憶の政治学
奥畑豊・著
3000円 ／46 ／189頁 ／並製 4-7791-2754-0
C0074 ／6月9日
●歴史のなかのラディカリズム
新谷卓、中島浩貴、鈴木健雄・編著
2700円 ／A5 ／218頁 ／並製 4-7791-2757-1
C0031 ／6月9日
●メディアの制度論と空間論－両義性の葛藤,
花田達朗ジャーナリズムコレクション4
花田達朗・著
5000円 ／A5 ／484頁 ／並製 4-7791-2710-6
C0031 ／6月9日
●落語は生に限る！
－偏愛的落語会鑑賞録
日原雄一・著
1800円 ／46 ／148頁 ／並製 4-7791-2761-8
C0076 ／6月11日
●波から来る光
－もうひとつの写真
川津英夫・著
1500円 ／A5 ／254頁 ／上製 4-7791-2760-1
C0072 ／6月14日

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●下野の水路
－鬼怒川水系をゆく
竹末広美・著
2000円 ／46 ／167頁 ／並製 4-88748-392-7
C0021 ／6月16日
●とちぎ  歴史を歩く
影山博・著
2500円 ／46 ／264頁 ／上製 4-88748-391-0
C0021 ／6月28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
●日産 スカイライン
－R32 GT-R テクニカルファイル
野澤一幸・著, リブビットクリエイティブ・編
5800円 ／B5 ／205頁 ／上製 4-88393-892-6
C0065 ／6月15日
●ホンダ CT125 ハンターカブ

－カスタム＆メンテナンス
佐久間則夫・編
2500円 ／B5 ／152頁 ／並製 4-88393-893-3
C0065 ／6月30日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●マルクスと《価値の目印》という誤謬
井上康、崎山政毅・著
4000円 ／A5 ／400頁 ／並製 4-7845-1878-4
C0030 ／6月1日
●新型コロナ災害緊急アクション活動日誌 
2020.4-2021.3
瀬戸大作・原作, 平山昇、土田修・企画, 編集
1800円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7845-1371-0
C0030 ／6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 7月号 605号－特集：ここまで
わかってきた脳と腸の深い関係
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7145-3
C0036 ／6月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●コロナ禍による経済的変化と対処方策
－コロナ禍下・後の市場流通のあり方を考える
市場流通ビジョンを考える会幹事会・監修, 藤
島廣二・編著
1200円 ／A5 ／115頁 ／並製 4-8119-0602-7
C3033 ／6月7日
●食の世界
－食料システムにおける産地、力及び由来
ケヴィン・モーガン、ロバータ・ソンニーノ・
著, 杉山道雄、大島俊三・監訳
3500円 ／A5 ／286頁 ／並製 4-8119-0601-0
C3033 ／6月7日
●有機農業でつながり、地域に寄り添って暮ら
す－岐阜県白川町 ゆうきハートネットの歩み
荒井聡、西尾勝治、吉野隆子・著
1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-8119-0603-4
C0061 ／6月14日
●在来知と社会的レジリエンス,SDGs時代の
ESDと社会的レジリエンス研究叢書3
古川柳蔵、生田博子・編著
2000円 ／A5 ／151頁 ／並製 8119-0604-1
C3037 ／6月28日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●新たな未来へ
－自閉症スペクトラム学会20周年記念誌
日本自閉症スペクトラム学会・編
2000円 ／A5 ／232頁 ／上製 4-7989-1700-9
C3047 ／6月8日
●地域社会学会年報33
日本地域社会学会・編
2000円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7989-1712-2
C3036 ／6月28日
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●ハンディ条約集〔第2版〕
浅田正彦、桐山孝信、小畑郁、柴田明穂、前田
直子、阿部達也、竹内真理・編
1600円 ／46 ／546頁 ／並製 4-7989-1714-6
C3032 ／6月28日

▼南々社／082-261-8647	
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com
●太陽の破片
原田クンユウ・著
1300円 ／46 ／304頁 ／並製 4-86489-131-8
C0093 ／6月25日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●向日葵は永遠に
－平和憲法一期生の80年間
野間美喜子・著
1500円 ／B6 ／276頁 ／並製 4-8331-1139-3
C0036 ／6月8日
●名古屋の江戸を歩く
溝口常俊・著
1600円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-8331-0198-1
C0025 ／6月10日

▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●ペスト時代を生きたシェイクスピア
－その作品が現代に問うもの
川上重人・著
1091円 ／B6変 ／208頁 ／並製
4-7807-1816-4  C0098 ／6月22日
●作文と教育  2021年6・7月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1743-3
C0337 ／6月10日
●日本の科学者7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 4-7807-2056-3
C0336 ／6月20日
●理科教室  2021年7月号（No.799）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1563-7
C0340 ／6月20日
●一般社団法人  日本綜合医学会
一般社団法人  日本綜合医学会・監修
909円 ／B5 ／84頁 ／並製 4-7807-1817-1
C0047 ／6月16日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●新型コロナワクチン
－その実像と問題点
天笠啓祐・著
1700円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8461-2110-5
C0036 ／6月8日
●増補改訂版  電磁波過敏症を治すには
加藤やすこ・著
1800円 ／46 ／214頁 ／並製 4-8461-2112-9
C0036 ／6月22日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●続・最後の場所 9号
菅原則生・著
1200円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-8460-2061-3
C0095 ／6月3日
●マダム花子
根岸理子・著
1800円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-1898-6
C0023 ／6月7日
●ベッドフォード・ロウの怪事件, 論創海外ミ
ステリ267
J・S・フレッチャー・著, 友田葉子・訳

2600円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-1950-1
C0097 ／6月7日
●台湾プロ野球〈CPBL〉観戦ガイド＆選手名
鑑2021
ストライク・ゾーン・著
1800円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-8460-2054-5
C0075 ／6月7日
●出版状況クロニクルⅥ
－2018.1～2020.12
小田光雄・著
3000円 ／46 ／528頁 ／並製 4-8460-2049-1
C0036 ／6月17日
●道祖神の口笛
滑志田隆・著
1800円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8460-2058-3
C0093 ／6月23日
●ネロ・ウルフの災難, 論創海外ミステリ268
－外出編
レックス・スタウト・著, 鬼頭玲子・訳
3000円 ／46 ／296頁 ／上製 4-8460-2036-1
C0097 ／6月24日
●消える魔術師の冒険, 論創海外ミステリ269
－聴取者への挑戦Ⅳ
エラリー・クイーン・著, 飯城勇三・訳
2800円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8460-2019-4
C0097 ／6月24日
●An Essay on Secretary-General Nikai 
Toshihiro
Morita Minoru・著
1091円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-8460-2069-9
C0031 ／6月28日
●二階俊博の新たな挑戦
森田実・著
1091円 ／46 ／208頁 ／並製 4-8460-2062-0
C0031 ／6月29日
●労働弁護士「宮里邦雄」55年の軌跡
宮里邦雄・著
2000円 ／46 ／268頁 ／並製 4-8460-1617-3
C0036 ／6月29日
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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
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吉夏社
気天舎
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