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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 石田俊二
三元社

　コロナの第5波がようやく収まりつ

つあり、緊急事態宣言も解除となった。

まだ第6波がやってくることが懸念さ

れているので、これで全てが順調に徐々

にでも元に戻っていくかどうかは、未

知数であろう。コロナ以前の状態に戻

るのは、いったい、いつになるのだろ

うか。治療薬（飲み薬）もようやく、

出来つつあるようであるが、それもワ

クチン同様、日本でいつ使えるように

なるのかは分からない。相変わらず、

マスクをつけた日常からは、逃れられ

そうもないようだ。

　そんな中、国内外の出版助成金の申

請が重なり、見積書や出版内諾書の作

成などに、９月から追われている。い

つぞや、ツイッター上で、出版助成金

は焼け石に水で、本の値段もたいして

下げていないし、出版社の維持費に多

少は充填されているが、学術出版業界

にとって、助成金は大麻で、超高額商

品は覚醒剤、というのを見かけた。超

高額商品というのがどの程度かは分か

らない。しかし、超高額商品ではあっ

ても、「本」という形で残しておきた

いものもあるのではないか。

　小社にとっても、助成金がないと学

術書の刊行が難しいのは確かである。

全国の公共図書館、大学図書館などが

ある程度購入してくれる見込みがあれ

ば（実績があれば）、学術書もそれほ

ど高価格ではなく刊行できるかもしれ

ないし、そうなれば、研究者、院生も

研究費などから、さらには一般読者も

購入しやすいと思う。けれども、公共

図書館、大学図書館の予算、教員の研

究費も削られる一方となると、ますま

す学術書は厳しくなってくる。

　図書館の購入費、大学の予算、教員

の研究費などなど、結局のところ、一

般書店で一般読者に購入してもらう以

外は、ほぼ税金で賄ってもらっている

ということになる。専門性の度合いが

高ければ高いほど、そうならざるを得

ない。ということは、学術予算が削ら

れれば、削られるほど、いわゆる専門

書出版社はやっていけなくなるであろ

う。そもそも大学の専任教員のポスト

も削られているので、研究費で購入さ

れる数もさらに減っていくことになる。

　助成金といっても、いろいろである。

公的な（科研とか大学とか、あるいは

財団などなど）ものから、著者個人に

よるもの、あるいは、特定の組織によ

る買上があるもの、さまざまな形があ

る。自費出版を主に請け負っている出

版社（一時期、その倫理性が問題になっ

たこともあるが）もあるだろうし、普

通の出版社でもなんらかの助成金を得

て刊行している場合もある。本をつくっ

てお金にしていくという点では、代わ

りがないとも言える。

　とはいえ、助成金があればなんでも

出せるか、ということはない。自社の

傾向に合っているか、また内容が自社

の求める水準をクリアしているかなど、

各社によってさまざまな基準があるだ

ろう。これは公的助成金であっても同

様である。いくら餌をぶら下げられて

も、出したくないものは出さないので

ある。とはいえ、巨大な毒まんじゅう

を目の前にして、ノーと言えるかどう

か。幸か不幸かそうした経験はないが。

　一方、近頃では、はじめから電子書

籍として刊行するのであれば、アマゾ

ンなどでできるので、出版社から刊行

する必要はなくなっている。こちらも、

全国に流通するのであるから。個人で

本を出すという敷居がかなり低くなっ

ていき、さまざまな形での出版物が増

えるのであれば、出版物の多様性もさ

らに拡がっていくのかも知れない。た

だ、出版社というハードルをクリアし

ていない分、玉石混淆になりがちでは

あろうが、試し読みなどもついている

ので、読者も判断できるだろうと思う。

　専門書についても、そうした形の出

版物が増えてくるのかも知れない。博

論ももはや刊行されなくとも、各大学

のリポジトリへ登録すればよくなって

いる。逆に紙の書籍化をするというこ

とで、要旨以外は公開しない、という

ことが認められている。本にすること

で、公開を妨げる事態となっているの

である。学術研究を無償で広く社会に

オープンにしていくという点では、逆

行していることになる。科研の出版助

成も博論そのままは認めないとなって

いるぐらいであるから、電子書籍化は、

ますます進むと思われる。

　そうしてみると、専門書出版社とい

うのは、知の無償化、オープン化の障

壁になっていることになる。公的出版

助成もまた、しかりであろう。とはい

え「本」という形に拘るのであれば、

専門書出版社も、公的出版助成も、必

要とされるものである。

　もはや、専門書出版社ばかりでなく、

すべての出版社が、過渡的な存在にす

ぎなくなっているのだろう。小説家は、

みずからキンドルをはじめとする電子

書籍で出版、販売し、その売上で食べ

ていく。全ての本がそういう形になっ

ていくとすれば、出版社は必要とされ

なくなるだろう。せいぜい編集業務が

必要とされるか、どうか。

　さて、我らはどうするか。

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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●このFAXが不要の場合はFAX等でご連絡ください●

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



1600円 ／A5変 ／152頁 ／並製
4-7726-1471-9  C0036 ／10月下旬
●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 ／10月下旬
●自閉っ子サンちゃんのライフスキルトレーニ
ング！
たなかれもん・著
1500円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7726-1478-8
C0037 ／10月下旬
●10代のための妊娠・出産・中絶
－HAPPYに生きるために知っておきたい性の話
にじいろ・著
1400円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7726-1479-5 
C0036 ／10月下旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●13歳のきみに伝えたい 本当に必要な7つの才
能－将来大人になって成功するために
山本佳典・著
1500円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2775-5
C0030 ／10月5日
●平成Ｊポップと令和歌謡
スージー鈴木・著
1900円 ／46 ／400頁 ／並製 4-7791-2779-3
C0073 ／10月6日
●幽霊
チョン・ヨンジュン・著, 浅田絵美・訳
1500円 ／46 ／152頁 ／上製 4-7791-2777-9
C0097 ／10月12日
●連合赤軍の時代
三木武司・著
3000円 ／46 ／360頁 ／並製 4-7791-2778-6
C0021 ／10月18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3号－現代資本主
義の諸論点：貨幣・環境・技術・国家
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-905261-55-1
C3033 ／10月20日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●ヘイト・スピーチ法研究要綱
－反差別の刑法学
前田朗・著
5400円 ／A5 ／542頁 ／上製 4-380-21005-1
C0032 ／10月21日

▼自然食通信社／03-3816-3879
amarans@circus.ocn.ne.jp
http://http://www.amarans.net
●手づくりのすすめ  増補改訂版
自然食通信編集部・編著, 宮代一義・画, イラス
ト
1800円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-916110-42-8

C2077 ／10月26日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●貨幣の原理・信用の原理
－マルクス＝宇野経済学的アプローチ
海大汎・著
2600円 ／46 ／278頁 ／並製 4-7845-1882-1
C0030 ／10月8日
●歴史知のオントロギー－文明を支える原初性
石塚正英・著
3400円 ／A5 ／424頁 ／上製 4-7845-1881-4
C0030 ／10月19日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●貧困緩和の処方箋－開発経済学の再考, 暮ら
しのなかの食と農66
鈴木宣弘・著
750円 ／A5 ／47頁 ／並製 4-8119-0610-2
C0061 ／10月4日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●日本高等教育における「グローバル人材」育
成力－留学生の人材自己形成過程の視点から 
譚君怡・著
3400円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7989-1719-1
C3037 ／10月15日
●現代という時代の自己理解  大学・研究＝教
育の自由・責任
－テオドール・リット『人間と歴史  論理と
エートスに徹する歴史哲学者の提言』
テオドールリット・著, 小笠原道雄、野平慎
二・編訳
2400円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7989-1719-1
C3037 ／10月15日
●非常事態下の学校教育のあり方を考える
－アクティブラーニングの学習方法の転換
土持ゲーリー法一・著
2000円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7989-1724-5
C3037 ／10月15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 ／10月20日
●日本の留学政策の評価  増補新装版
－人材養成、友好促進、経済効果の視点から
佐藤由利子・著
3600円 ／A5 ／282頁 ／上製 4-7989-1734-4
C3037 ／10月20日
●コミュニティ政策19
－特集：コミュニティと「包摂」
コミュニティ政策学会・編
2300円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7989-1735-1
C3036 ／10月25日
●日本の大学改革の方向
江原武一・著
3200円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7989-1738-2
C3037 ／10月25日
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●出版協10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10月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「10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。
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吉夏社
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教育史料出版会
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現代人文社
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合同出版
コスモの本
こぶし書房
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彩流社
三一書房
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自然食通信社
社会評論社
出版人
松柏社
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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10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

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 11月号（No.833）
－デジタル時代の秘伝の授業③
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-111-1 ／10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
●国鉄・JRの廃線アルバム
－近畿編
牧野和人・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-876-5
C0026 ／10月27日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●人類学, フォー・ビギナーズ・シリーズ
メリル・ウイン・デイビス・著, ピエロ・イラ
スト, 池田光穂、額田有美・訳
1400円 ／A5変 ／184頁 ／並製
4-7684-0109-5  C0339 ／10月中旬
●七転八倒百姓記
－地域を創るタスキ渡し
菅野芳秀・著
2000円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7684-5899-0
C0061 ／10月中旬
●クラウドファンディングで社会をつくる
－人はなぜ寄付するのか？
秋山訓子・著
1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7684-5908-9
C0036 ／10月下旬
●鴨方藩, シリーズ藩物語
藤尾隆志・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7159-3  C0321 ／10月下旬

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●7歳からできる みんなのハローワークゲーム
株式会社Kaien・監修
1600円 ／カード ／163頁 ／並製
4-7726-5501-9  C8037 ／10月10日
●みんなの双極症
－日常の悩みから最新知識まで
南中さくら・著
2000円 ／A5 ／276頁 ／並製 4-7726-1476-4
C0047  ／10月中旬
●わたしは黙らない－性暴力をなくす30の視点
合同出版編集部・編



●学生を成長させる海外留学プログラムの設計
河合塾・編
2300円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7989-1737-5
C3037 ／10月25日
●現代アメリカ教育ハンドブック  第2版
アメリカ教育学会・編
3600円 ／A4 ／320頁 ／並製 4-7989-1736-8
C3037 ／10月30日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●さつま隼人と薩摩おごじょ
－時代を超えた人間力, 古閑章著作集  第六巻
古閑章・著
1500円 ／A5 ／267頁 ／並製 4-86124-449-0
C0093 ／10月中旬

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●共感力を育む
－デジタル時代の子育て
ミシェル・ボーバ・著, 
佐柳光代、髙屋景一・訳
2000円 ／46 ／324頁 ／並製 4-69464-283-6
C3037 ／10月18日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●わたしたちの「生活保護」
石黒好美・編, 白井康彦・監修
1400円 ／A5 ／172頁 ／並製 4-8331-1141-6
C0036 ／10月12日
●名古屋ご近所さんぽ
溝口常俊・著
1200円 ／A5 ／97頁 ／並製 4-8331-0199-8
C0025 ／10月14日
●尾張名所図会  謎解き散歩
前田栄作・著
1700円 ／A5 ／212頁 ／並製 4-8331-0197-4
C0021 ／10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 ／10月29日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●続・一九三〇年代「教労運動」とその歌人た
ち－治安維持法犠牲者とその遺族
碓田のぼる・著
1455円 ／46 ／178頁 ／上製 4-7807-1827-0
C0095 ／10月8日
●作文と教育
－2021年 日本子ども文詩集  No.893
日本作文の会・編
1000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7807-1746-4
C0337 ／10月10日
●作文と教育  2021年10・11月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1745-7
C0337 ／10月10日

●こども環境学研究  Vol.17, No.2（C.N.48）　
August2021
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／86頁 ／並製 4-7807-2018-1
C3036 ／10月10日
●日本の科学者11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 4-7807-2060-0
C0336 ／10月20日
●理科教室 2021年11月号（No.803）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1567-5
C0340 ／10月20日
●「資本」に対抗する民主主義－市場経済の制
御と「アソシエーション」
芦田文夫・著
3091円 ／46 ／400頁 ／上製 4-7807-1825-6
C0036 ／10月20日
●渡された言葉－わたしの編集手帖から
井上一夫・著
1364円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7807-1829-4
C0095 ／10月20日

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●ベトナム戦争の最激戦地  中部高原の友人たち
グエン・ゴック・著,  鈴木勝比古・訳
2500円 ／46 ／290頁 ／上製 4-8396-0328-1
C1030 ／10月5日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●プルトニウム—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・
ジョンミン・著
2600円 ／A5 ／204頁 ／上製 4-8461-2116-7
C0036 ／10月13日
●スマートシティの幻想（仮）
－情報通信技術都市で何が起きるか
加藤やすこ・著
2000円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8461-2118-1
C0036 ／10月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●近代出版史探索外伝
小田光雄・著
6000円 ／46 ／608頁 ／上製 4-8460-2090-3
C0095 ／10月1日
●チャンキ
森達也・著
2400円 ／46 ／522頁 ／並製 4-8460-2063-7
C0093 ／10月5日
●赤いランプ, 論創海外ミステリ273
M・Ｒ・ラインハート・著, 板垣節子・訳
3200円 ／46 ／384頁 ／上製 4-8460-2073-6
C0097 ／10月14日
●サルヴァトール・ローザ－17世紀イタリアの
美術家が追い求めた自由と名声
小針由紀隆・著
3200円 ／A5 ／252頁 ／上製 4-8460-2071-2

C0071 ／10月14日
●著名者列伝  初期教父ラテン伝記集
聖ヒエロニュムス・著, 瀬谷幸男・訳
3800円 ／46 ／216頁 ／上製 4-8460-2092-7
C0098 ／10月14日
●クレタ島の夜は更けて, 論創海外ミステリ275
メアリー・スチュアート・著, 木村浩美・訳
3200円 ／46 ／352頁 ／上製 4-8460-2075-0
C0097 ／10月14日
●女の自立  男の支え－パワ女の昭和から令和
野崎麗・著
1500円 ／46 ／168頁 ／並製 4-8460-2087-3
C0095 ／10月18日
●反骨の系譜－常陸国政治風土記物語
岡野龍太郎・著
2000円 ／46 ／296頁 ／上製 4-8460-2089-7
C0021 ／10月18日

─9月に出た本

▼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
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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
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8日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●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
1800円 ／A5 ／240頁 ／上製 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
－もう暴言もパワハラもがまんしない！
土井香苗、杉山翔一、島沢優子・編
1800円 ／A5 ／210頁 ／並製 4-7726-1474-0
C8036 ／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
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
●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
●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30日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●高校生の学びと成長に向けた「大学選び」
－偏差値もうまく利用する
溝上慎一・著
900円 ／新書 ／184頁 ／並製 4-7989-1726-9
C0237  ／9月1日
●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
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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

▼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15日

▼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
●ひとつの星を歌おう
－朝鮮詩人 独立と抵抗のうた
金正勲・編
1200円 ／46 ／204頁 ／並製 4-8331-2108-8

C0098 ／9月12日
●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22日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●総合人間学15（特別号）
－コロナ禍を生きぬく 問いあい・思いやる社会
を創造できるか
総合人間学会・編
1364円 ／A5 ／136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
●社会主義理論研究 No.1
社会主義理論学会・編
455円 ／A5 ／102頁 ／並製 4-7807-1826-3
C0036 ／9月22日
●小説  私の東京教育大学
真木和泉・著
1091円 ／B6変 ／256頁 ／並製
4-7807-1824-9  C0093 ／9月22日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com

●科学・技術倫理とその方法
唐木田健一・著
2400円 ／46 ／234頁 ／上製 4-8461-2117-4
C0040 ／9月27日

▼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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▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協10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10月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「10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
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