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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

①悪夢の再来！ 外税表示の期限

切れ

　ご案内のように、定価の外税

表示（定価＝本体１０００円＋

税／あるいは税別）の「表示特例」

が、来年２１年３月末で失効に

なる。消費税を加算した内税表

示（「総額表示」）の義務化が出

版社にも適用されると国は言っ

ている。

　とうてい、容認できない。３０

年前（１９８９年）に消費税を

導入し、大きく育てていこうと

考えていた勢力には、「定価に

は税金が含まれている」という

ことがあからさまになることを

余程嫌悪したのか。業界を問わ

ず小売価格の表記が大問題になっ

た。

　かつて出版協（当時、流対協）

は、外税表示を主張して、内税

表示を強制した公正取引委員会

を訴える行政訴訟も提起した。

　そのこともあって、現在の外

税表示が可能になった。そうで

なければ、税率の改定によって、

カバー・ボウズの作り変えなど

が必要になった。既存の定価表

示の上に訂正シールを貼った過

去の日々が悪夢のように蘇る。

賽の河原の意味ない作業が強い

られ、無駄な出費と絶版、断裁

が余儀なくされた。

　今、コロナ禍で消費税をアッ

プしようとする勢力がある、消

費税減税を提言している勢力も

ある。ここではその是非は言及

しないにしても、「総額（内税）

表示」に切り替えなければなら

ない、理由はひと欠片もない。

あるとすれば、官僚の杓子定規

と惰性、消費税アップ勢力への

忖度か。

　「総額（内税）表示」の意味

ない変更で、またぞろ断裁本／

絶版本の続出（行政措置による

出版物の抹殺）が出現し、出版

業界を混乱させることはとうて

い容認できない。誰も不利益を

感じていないやり方を、みんな

が不利益を被る方法に変えると

言うのだから、あきれかえるば

かりである。

　表示の変更に伴う害の指摘は、

出版業界ばかりではない。日本

商工会議所の「外税表示の恒久化」

の意見書、日本チェーンストア

協会の申し入れ書を参照されたい。

出版関係者こぞって反対すべき

事柄である。

　

②なぜ、売上が９割減しなかっ

たか？

　コロナ禍で、売上がゼロ、９割、

８割、７割減と、経営者の苦悩

がそのまま伝わってくるような

実績が報道されている。

　３月の初め、小社も基本的に

リモート体制を採用すると同時に、

本年度売上３割減を予測した。

根拠はあまりない、覚悟のよう

なものだ。案の定、４月から６

月は各月２５％程度の売上減を

記録した。

　しかし、７月からは、前年同

月を上回る水準まで回復した。

まったくお陰様である。営業担

当とこの理由を考えてみた。紙

幅の関係で委細は省くが、１０

０年に一度の歴史的経験（スペ

イン風邪／５億人の感染／５千

万人の死亡／１９１８年から２

０年）に直面して、本と出版業

の特性を考えてみた。

　神保町で、豚足を食べながら

の放談であったから、そもそも

理論的な精密さを欠くが、今後

の方向を考える上で参考になった。

　いくつかの要素をランダムに

挙げてみた。

　①飲食・旅行業などでの大き

な落ち込みと出版業との対比 ?

この差の理由は何？

　②本という商品の特性／代替

性のなさ、不要・不急性という

特性

　③本を読むこと／広義の意味

で価値を生み出すという特性

　④購入者の限定性／ある種「富

裕層」に向けた商品という特性

　⑤印刷・製本業、書店、取次、

図書館、読み手グループなどの

歴史的基盤

　ここからどんな結論になったか、

別途まとめてみたい。

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



▼コモンズ／03-6265-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●有機農業のチカラ－コロナ時代を生きる知恵
大江正章・著
1700円 ／46 ／256頁 ／並製 4-86187-168-9
C0036 ／10月26日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●アーユルヴェーダの驚きの果実 アムラの真実
ナラヤン・ダス・プラジャパティ、タルン・プ
ラジャパティ・著, イナムラ・ヒロエ・シャル
マ・監訳, 森田要・監修, 森山繁・訳
2200円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7791-2658-1
C0047 ／10月9日
●日米安保と砂川判決の黒い霧
－最高裁長官の情報漏洩を訴える国賠訴訟
吉田敏浩・著
1500円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2697-0
C0036 ／10月9日
●新型コロナウイルスから、身を守る・家計を
守る・くらしを守る－いのちもお金も大事！ 
彩流社編集部・編
1000円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7791-2709-0
C0030 ／10月9日
●昭和の寄席の芸人たち－赤塚盛貴写真集
赤塚盛貴・写真, 文
2500円 ／B5変 ／120頁 ／並製
4-7791-2679-6  C0076 ／10月15日
●ウスコク
－アドリア海の海賊  難民・略奪者・英雄
越村勲・著
2500円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2545-4
C0022 ／10月22日
●韓国スタディーツアー・ガイド
韓洪九・著, 崔順姫、韓興鉄・訳
2400円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7791-2696-3
C0036 ／10月22日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊・経済理論  第57巻  第3号
－特集＝マルクス抜粋ノート研究への招待
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／122頁 ／並製 4-905261-98-8
C3033 ／10月20日

▼新宿書房／03-3262-3393
info@shinjuku-shobo.co.jp
http://www.shinjuku-shobo.co.jp
●狸（たぬき）の腹鼓（はらつづみ）,
宇江敏勝 民俗伝奇小説集第10巻
宇江敏勝・著
2200円 ／46 ／000頁 ／上製 4-88008-482-4
C0095 ／10月31日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●自然農を生きる
沖津一陽・著

2000円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-88340-344-8
C0061 ／10月13日
●シャインマスカットの栽培技術
山田昌彦・編
2500円 ／A5 ／226頁 ／並製 4-88340-345-5
C0061 ／10月22日

▼食べもの通信社／03-3518-0622
tabemono@trust.ocn.ne.jp
https://www.tabemonotuushin.co.jp
●知っておきたい身近な電磁波被ばく
－5Gで増大するリスク
家庭栄養研究会・編
1400円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7726-7711-0
C2047 ／10月25日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●増補  労働市場の地域特性と農業構造,
山崎亮一著作集1
山崎亮一・著
3500円 ／A5 ／300頁 ／並製 4-8119-0580-8
C3061 ／10月9日
●コロナ危機下の農政時論
田代洋一・著
2500円 ／A5 ／220頁 ／並製 4-8119-0581-5
C0033 ／10月16日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●スレブレニツァ・ジェノサイド
－25年目の教訓と課題
長有紀枝・編著
3200円 ／A5 ／272 頁 ／上製 4-7989-1646-0
C3030 ／10月15日
●コミュニティ政策18
コミュニティ政策学会・編
2000円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7989-1658-3
C3036 ／10月15日
●住民自治と地域共同管理,
コミュニティ政策叢書9
中田実・著
3400円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1643-9
C3036 ／10月15日
●カナダの「開かれた」学校づくりと教育行政
平田淳・著
3800円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7989-1652-1
C3037 ／10月15日
●ケースブック国際環境法
繁田泰宏、佐古田彰・編集代表 
2800円 ／A5 ／288頁 ／並製 4-7989-1657-6
C3032 ／10月15日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●鹿児島県の歴史入門
麓純雄・著
2000円 ／A5 ／252頁 ／並製 4-86124-437-7
C0021 ／10月下旬
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▼インパクト出版会／03-3818-8676	
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●コロナ禍のなかの死刑, 年報・死刑廃止2020
年報・死刑廃止編集委員会・編
2300円 ／A5 ／286頁 ／並製 4-7554-0306-4
C0036 ／10月9日

▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●なるほどベクトルポテンシャル
村上雅人・著
3000円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-87525-352-5
C3042 ／10月27日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●三島由紀夫VS音楽
宇神幸男・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7684-5887-7
C0095 ／10月上旬
●哲学問答2020－ウイルス塹壕戦
千坂恭二・著
2300円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7684-5890-7
C0010 ／10月下旬
●堀辺正史が語る武士道（仮）
堀辺正史・著
1800円 ／46変 ／240頁 ／並製
4-7684-5888-4  C0012 ／10月下旬

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●自己理解力をアップ！ 自分のよさを引き出す
33のワーク
高山恵子・著
1800円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7726-1424-5
C0037 ／10月8日
●新型コロナ感染◎ダイヤモンド・プリンセス
号に隔離された30日間の記録
矢口椛子・著
1600円 ／46 ／160頁 ／並製 4-7726-1434-4
C0036 ／10月中旬
●トトロの森をつくる
－トトロのふるさと基金のあゆみ30年
トトロのふるさと基金・編著
1600円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7726-1438-2 
C0036 ／10月中旬
●話せない私研究－大人になってわかった場面
緘黙との付き合い方
モリナガアメ・著
1500円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7726-1437-5
C0037 ／10月下旬



▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru
●自園で新型コロナウイルスの感染者が出たと
き－事例に学ぶ 保育園・幼稚園・こども園です
ぐにすること・日頃から備えておくこと
新保庄三、野澤祥子・編著
800円 ／A5 ／72頁＋カラーチャート付 ／
並製 4-89464-274-4  C3037 ／10月7日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●古地図で楽しむ長崎
大平晃久・編著
1600円 ／A5 ／166頁 ／並製 4-8331-0192-9
C0025 ／10月中旬
●占領期の名古屋－名古屋復興写真集
阿部英樹・編著
1600円 ／A5 ／000頁 ／並製 4-8331-0193-6
C0021 ／10月下旬

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●青い波がくずれる
戸石泰一・著
1200円 ／小B6 ／272頁 ／並製
4-7807-1981-9  C0093 ／10月15日
●それぞれの新渡戸稲造
青山淳平・著
1800円 ／46 ／296頁 ／上製 4-7807-1980-2
C0093 ／10月15日
●季刊  オピニオン・プラス  2020秋  VOL.31
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
700円 ／A4 ／48頁 ／並製 4-7807-1454-8
C5336 ／10月20日
●季論21  2020年秋号（第50号）

『季論21』編集委員会・編
909円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7807-1864-5
C0336 ／10月20日
●日本の科学者11月号  vol.55 
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1365-7
C0336 ／10月20日
●理科教室  2020年11月号（No.791）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1555-2
C0340 ／10月20日
●作文と教育  2020年10・11月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1738-9
C0337 ／10月20日

▼木犀社／0263-88-6862
mokuseisha@kvd.biglobe.ne.jp
●インド花綴り－とっておき篇
西岡直樹・著, 画
2700円 ／小B6 ／304頁 ／上製
4-89618-070-1  C0095 ／10月31日

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

●農と食の戦後史
大野和興、天笠啓祐・著
1800円 ／46 ／196頁 ／上製 4-8461-2018-4
C0036 ／10月2日
●八ッ場ダムと倉渕ダム
相川俊英・著
1800円 ／46 ／204頁 ／上製 4-8461-2019-1
C0036／10月21日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●近代出版史探索Ⅳ
小田光雄・著
6000円 ／46 ／696頁 ／並製 4-8460-1985-3
C0095 ／10月3日
●2020年以降の高等教育政策を考える
－グランドデザイン答申を受けて
大槻達也、小林雅之、小松親次郎・編著
3600円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-8460-1966-2
C3037 ／10月12日
●帽子蒐集狂事件, 高木彬光翻訳セレクション, 
論創海外ミステリ260
ジョン・ディクスン・カー、ジェームズ・バー
ナード・ハリス・著, 高木彬光・訳
3800円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-2000-2
C0097 ／10月12日
●災害に負けない家を造ろう
保坂貴司・著
2000円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-8460-1989-1
C2052 ／10月15日
●アイルランド－人のいとなみ
伊藤龍也・著, ダニエル・ホーガン・訳
1800円 ／A5 ／96頁 ／上製 4-8460-1897-9
C0039 ／10月23日
●渡部恒三伝－次代へと託す、魂の遺言
笠井尚・著
1600円 ／46 ／316頁 ／上製 4-8460-1995-2
C0023 ／10月26日

─9月に出た本

▼海象社／03-6868-4061
https://www.kaizosha.co.jp
●ブラック生徒指導
－理不尽から当たり前の指導へ
川原茂雄・著
1500円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-907717-46-9
C0037 ／9月25日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●多様性ファシリテーション・ガイド
－参加型学習の理論と実践
森田ゆり・著
3600円 ／B5 ／328頁 ／並製 4-7592-2351-4
C0037 ／9月15日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●日本の堤防は、なぜ決壊してしまうのか？
－水害から命を守る民主主義へ

西島和・著
1600円 ／46変 ／168頁 ／並製
4-7684-5885-3  C0036 ／9月4日
●魂が目覚める社会科授業
－世界に応える子どもたち
藤原孝弘・著
1800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7684-3581-6
C0037 ／9月25日
●季刊 福祉労働168号
－特集：社会的距離（ソーシャルディスタン
ス）と共生
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／156頁 ／並製 4-7684-2368-4
C0330 ／9月25日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●手づかみ離乳食
－赤ちゃんが自分から食べる〈離乳法〉
田角勝・著
1600円 ／A5 ／116頁 ／並製 4-7726-1429-0
C2077 ／9月15日
●今すぐ使える！ 特別支援アイデア教材50
－大塚特別支援学校の実践からうまれた作り
方・活用法
佐藤義竹・著
2000円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-7726-1409-2
C0037 ／9月28日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●魔宴
モーリス・サックス・著, 大野露井・訳
3600円 ／46 ／408頁 ／上製 4-7791-2670-3
C0097 ／9月8日
●ととのえる「いけばな」
渡来徹・著
2000円 ／A5 ／134頁 ／並製 4-7791-2678-9
C0076 ／9月18日
●ヨーロッパ古代「ケルト」の残照
武部好伸・著
2500円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2699-4
C0022 ／9月18日
●「リトルサイゴン」
－ベトナム系アメリカ文化の現在
麻生享志・著
3000円 ／46 ／292頁 ／並製 4-7791-2707-6
C0022 ／9月24日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
https://31shobo.com
●滞空女－屋根の上のモダンガール
パク・ソリョン・著, 萩原恵美・訳
2000円 ／46 ／274頁 ／並製 4-380-20005-2
C0097 ／9月15日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●障害社会科学の視座, SQ選書19－障害者と健
常者が共に、類としての人間存在へ
堀利和・著
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1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7845-1749-9
C0030 ／9月8日
●評議会革命への途－新左翼の理論家・中村丈
夫精選論集
中村丈夫精選論集編纂委員会・編
3600円 ／A5 ／464頁 ／並製 4-7845-1872-2
C0030 ／9月8日
●日本のファシズム
－昭和戦争期の国家体制をめぐって
大藪 龍介・著
2100円 ／46 ／202頁 ／上製 4-7845-1583-7
C0030 ／9月25日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●パンソフィア－普遍的知恵を求めて, コメニ
ウスセレクション
コメニウス・著, 太田光一・訳
6800円 ／A5 ／648 頁 ／上製 4-7989-1653-8
C3310 ／9月30日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●九州の稀少植物探訪Ⅰ
－草本（早春～晩夏）編
大工園認・著
3800円 ／46 ／290頁オールカラー／並製
 4-86124-467-1  C0645 ／9月20日
●九州の稀少植物探訪Ⅱ
－草本（秋冬）・つる・木本編
大工園認・著
3800円 ／46 ／330頁オールカラー／並製
 4-86124-427-8  C0645 ／9月20日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●労働総研クォータリー  2020年夏季号No.117
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1886-7
C0336 ／9月1日
●私流  演技とは
－わが役者人生の歩みとともに
嵐圭史・著
1700円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7807-1977-2
C0074 ／9月16日
●理科教室  2020年10月号（No.790）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1554-5
C0340 ／9月20日
●日本の科学者10月号  vol.55
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1364-0
C0336 ／9月20日
●異風の人－時代・歴史小説に描かれた盲人像
髙林正夫・著
2200円 ／46 ／264頁 ／上製 4-7807-1979-6
C0095 ／9月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●GAFAという悪魔に
ジャック・セゲラ・著,
佐藤真奈美、小田切しん平・訳
2200円 ／46 ／228頁 ／上製 4-8461-2016-0
C0036 ／9月5日
●［プロブレムQ&A］化学物質過敏症対策
－専門医・スタッフからのアドバイス
水城まさみ、小倉英郎、乳井美和子・著,
宮田幹夫・監修
1700円 ／A5変 ／164頁 ／並製
4-8461-2015-3  C0336 ／9月23日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●志帥会の挑戦
森田実・著
1091円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-1984-6
C0031 ／9月3日
●黒魔王
高木彬光・著
3000円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-1925-9
C0093 ／9月10日
●インストゥルメンタル・ユース
ソニー・スズキ・著, イラスト
2000円 ／A4変 ／32頁 ／上製 4-8460-1986-0
C0071 ／9月10日
●鉛筆でなぞる『法華経』
－「方便本」と「如来寿量品」
江間浩人・著
1500円 ／新書 ／344頁 ／並製
4-8460-1915-0  C0015 ／9月10日
●踊る白馬の秘密, 論創海外ミステリ257
メアリー・スチュアート・著, 木村浩美・訳
2800円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-1975-4
C0097 ／9月10日
●怪力男デクノボーの秘密,
論創海外ミステリ256
フランク・グルーバー・著, 熊井ひろ美・訳
2500円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-1973-0
C0097 ／9月10日
●芸術を愛し、求める人々へ
宮田徹也・著
1800円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8460-1895-5
C0070 ／9月10日
●認知症  ありのままを認め、そのこころを知る
－虎の門病院  認知症科の考え方
井桁之総・著
2000円 ／46 ／254頁 ／並製 4-8460-1971-6
C0047 ／9月21日
●消灯ラッパ, パレーズ・エンド4
フォード・マドックス・フォード・著,
高津昌宏・訳
2400円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8460-1977-8
C0097 ／9月21日
●定点観測  新型コロナウイルスと日本社会
－2020年前半, 論創ノンフィクション
森達也、上野千鶴子、武田砂鉄・著 

1800円 ／46 ／376頁 ／並製 4-8460-1951-8
C0036 ／9月21日
●リリカル・クライ－批評集1983-2020
林浩平・編著
3800円 ／46 ／520頁 ／上製 4-8460-1894-8
C0095 ／9月21日
●ペンテジレーア
クライスト・著, 仲正昌樹・訳
2000円 ／46 ／224頁 ／上製 4-8460-1952-5
C0074 ／9月24日
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●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
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

【2020年10月現在●73社】


