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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 髙野政司
解放出版社

　近世部落史研究の進展により、

近世の身分制についても従来の考

え方を修正する成果が出てきている。

しかしながら、最近でも新聞の有

名コラムで近世身分制度を「士農

工商」と呼び、被差別身分につい

て述べなかったり、大河ドラマで

近世の身分制を「士農工商」と説

明しただけで、被差別身分につい

ては説明をされなかったりと、新

聞やテレビで近世の身分制を「士

農工商」という認識でとらえたり、

「穢多（えた）・非人（ひにん）」な

ど被差別身分の存在に言及しなかっ

たりと、歴史認識の誤りや差別問

題に対する認識不足や忌避的態度

と考えられることがある。

　少し前になるが、前回（2019年）

の参議院議員選挙で候補者に決まっ

ていた元アナウンサーが講演で「日

本には江戸時代にあまりよくない

歴史がありました。士農工商の下

に穢多・非人、人間以下の存在が

いる」と悪質な差別発言をしてい

たことが発覚し、マスコミでも取

り上げられた。ご記憶のかたがい

るかもしれない。また、「士農工商

穢多・非人」を序列順にピラミッ

ド型に（最上位に士、最下位に穢多・

非人）ととらえる認識をもとに「士

農工商〇〇〇〇」と比ゆ的に表現

する、現代の部落問題・部落差別

を助長し合理化する案件も同様の

枠組みでのものである。このピラ

ミッド型でとらえる身分制もまち

がいである。今でもこのとらえか

たでの発信がみとめられるのは残

念である。

　「士農工商」という言葉は存在し

たが、身分を意味するものではな

いということである。もともとは、

中国の古典『漢書』などに記され

ていた国を支える人民を四種に区

分したもので、四民ともいったと

いうことである。この「士農工商

穢多・非人」という表現は、明治

になってから使われるようになっ

たとのことである。

　1990 年代以降の教科書では、

このような身分制の表記ではなく

武士身分、百姓身分、町人身分、

被差別身分（または、その他の身分）

などの身分呼称が使用されるよう

になってきている。そのため、若

い人たちのなかには「士農工商」

についての問題提起自体がピンと

こない方がいるだろうと思われる。

古い教科書で学習したひとたちへ

の提起がメインといくことでお許

しをいただきたいと思います。

　徳川幕藩体制の身分制をもう少

し詳しくみてみる。武士身分は税

の徴収や裁判権など、統治・行政

権をもつ支配層である。（また、身

分制にはさらに細かく規定された

「身分内身分」があった。武士身分

では徳川家を頂点に大名、旗本、

御家人、藩士があり大名にも三家、

家門、譜代、外様というようにあ

る。）百姓身分は農民が多いが、漁

師や林業従事者などもおり支配を

される側である。町人身分は手工

業者、商人で支配をされる側であっ

た。百姓身分と町人身分は共に支

配をされる側ではあるが、この両

者には上下関係はなく並列的である。

被差別身分は「穢多」や「非人」

などである。差別をされ支配をさ

れた。

　「穢多」という呼称についてであ

るが、これは穢れが多いという意

味で、支配層がおしつけた差別的

呼称であった。これを嫌い西日本

では自らを「皮多（かわた）」と、

東日本では「長吏（ちょうり）」と

名のった。また、幕末には差別的

対応・施策に対してたちあがった

事件として、東日本では下駄の鼻

緒の売買をめぐり町人・百姓と長

吏が対立し大騒動に発展した「武

州鼻緒騒動」が、西日本では身分

差別強化に反対し団結をして闘っ

た「渋染め一揆」が知られている。

　2016年に成立・施行された「部

落差別解消推進法」では教育・啓

発の重要性が謳われているが、い

わゆる「特別措置法」が終了した

2002 年からこの間、部落問題学

習の機会が減少してきた。

　微力ながら歴史認識の一助にな

ればとこの場をお借りしました。

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



戦没画学生慰霊美術館、無言館・編
8000円 ／B5 ／392頁 ／上製 4-7744-0766-1
C0500 ／5月31日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●もらえる！ 借りる！ 奨学金の完全活用ガイ
ド2022
－読んで得する知って納得127のQ＆A
久米忠史、福井剛司・著
1300円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7726-1493-1
C0036 ／5月31日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●増補版  二つの国、二つの文化を生きる
－何が悲しくて日本人になるのか、日本を克服
しよう
金正出・著 
1800円 ／46 ／336頁 ／上製 4-7791-2828-8
C0095 ／5月6日
●ボストン美術館  富田幸次郎の五〇年
－たとえ国賊と呼ばれても
橘しづゑ・著
2800円 ／A5 ／264頁 ／上製 4-7791-2824-0
C0023 ／5月13日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●新南島雑話の世界
名越護・著
2800円 ／46 ／341頁 ／並製 4-86124-457-5
C0039 ／5月10日
●古老に聞いた島の暮らし
－五島列島小値賀町大島に生きる
歌野杳・著
2000円 ／46 ／247頁 ／並製 4-86124-455-1
C0021 ／5月下旬

▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com
●ガンマナイフを巡る部署と人びと
－大田記念病院の身の丈を超えた医療の話
中﨑清之・著
1200円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-86489-141-7
C0077 ／5月20日
●外科医の独り言
板本敏行・著
1200円 ／46 ／192頁 ／並製 4-86489-142-4
C0095 ／5月27日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●人は入れ墨をみて顔をみる
斉藤卓志・著
1500円 ／A5 ／244頁 ／並製 4-8331-4156-7
C0039 ／5月上旬
●格差社会の宗教文化
－民衆宗教の可能性を再考する

熊田一雄・著
1600円 ／46 ／188頁 ／並製 4-8331-1145-4
C0036 ／5月中旬
●障害者たちの太平洋戦争
－狩りたてる・切りすてる・つくりだす
林雅行・著
1500円 ／46 ／302頁 ／並製 4-8331-1146-1
C0021 ／5月下旬

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●夕映えのなかに　Im Abendrot（上）
吉田道昌・著
2273円 ／46 ／344頁 ／上製 4-7807-1844-7
C0093 ／5月14日
●夕映えのなかに　Im Abendrot（下）
吉田道昌・著
2273円 ／46 ／368頁 ／上製 4-7807-1845-4
C0093 ／5月14日
●やっぱり学校っていいな
－コロナ禍の2年・子どもたちの生活と表現
日本作文の会・編
1455円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7807-1847-8
C0037 ／5月14日
●琉球  OKINAWA
－小松健一写真集
小松健一・著
6364円 ／B5 ／248頁 ／並製 4-7807-1848-5
C0072 ／5月15日
●理科教室  2022年6月号（No.810）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1574-3
C0340 ／5月20日
●日本の科学者 6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 4-7807-2067-9
C0336 ／5月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●ピース・アルマナック2022
ピース･アルマナック刊行委員会・編著
2500円 ／B5 ／262頁 ／並製 4-8461-2209-6
C0336 ／5月12日
●自動車の社会的費用・再考
上岡直見・著
2500円 ／46 ／276頁 ／上製 4-8461-2208-9
C0036 ／5月19日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●捨てる家族
－母と娘がやりなおすための5つの物語, 論創ノ
ンフィクション22
咲セリ・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8460-2104-7
C0036 ／5月2日
●草原に生きる
－内モンゴル遊牧民の今日
アラタンホヤガ・著
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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
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風濤社
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ぺりかん社
北樹出版
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ISBNは冒頭の「978-」を
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▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊  数学教室  6月号（No.840）
－キライにならないで！②
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-062-6 ／5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
●東宝空想特撮映画 轟く
－1954-1984
小林淳・著
2800円 ／A5 ／464頁 ／並製 4-86598-094-3
C0374 ／5月18日
●東武東上線沿線アルバム
－昭和～平成
辻良樹・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-883-3
C0026 ／5月27日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●わたしだったかもしれない
－ある赤軍派女性兵士の25年
江刺昭子・著
2000円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7554-0319-4
C0023 ／5月25日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●まぁ、空気でも吸って［増補新装版］
－人と社会：人工呼吸器の風がつなぐもの
海老原宏美、海老原けえ子・著
1800円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7684-3591-5
C0036 ／5月6日
●AIが私たちに嘘をつく日
妙木浩之・著
1600円 ／46 ／192頁 ／並製 4-7684-5919-5
C0011 ／5月中旬
●そもそもアメリカってなに？
－メイキング・オブ・USA
松岡完・著
1500円 ／46変 ／160頁 ／並製
4-7684-9204-8  C0030 ／5月中旬

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●決定版  戦没画学生人名録



2200円 ／A5 ／244頁 ／並製 4-8460-2068-2
C0072 ／5月6日
●荒ぶるタックルマンの青春ノート
－石塚武生のラグビー道
松瀬学・著
1600円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-2167-2
C0075 ／5月16日
●韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2022
室井昌也・編
1550円 ／B6 ／176頁 ／並製 4-8460-2175-7
0075 ／5月16日
●近代出版史探索Ⅵ
小田光雄・著
6000円 ／A5 ／680頁 ／上製 4-8460-2166-5
C0095 ／5月16日
●カント講義
高峯一愚・著
3000円 ／46 ／328頁 ／上製 4-8460-2137-5
C0010 ／5月17日
●シャーロック・パズルブック
クリス・マスランカ、スティーヴ・トライブ・
著, 熊木信太郎・訳 
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-8460-2047-7
C0076 ／5月24日
●「松の種子」健康法と私の人生
吉原將純・著
1500円 ／46 ／184頁 ／上製 4-8460-2149-8
C0070 ／5月24日
●沖縄の街で暮らして教わったたくさんのこと
がら, 論創ノンフィクション23
藤井誠二・著
2000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-8460-2124-5
C0036 ／5月31日

─4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
－未完の課題と希望
児玉勇二、梓澤和幸、内山新吾・編
1600円 ／46 ／244頁 ／並製 4-87154-208-1
C3031 ／4月4日
●私の人生とんとん拍子
わたクリニック・編
1400円 ／46 ／134頁 ／並製 4-87154-209-8
C0047 ／4月4日
●月刊  数学教室  5月号（No.839）
－キライにならないで！①
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-052-7／4月7日
●非戦の誓い
－「憲法9条の碑」を歩く
伊藤千尋・著
1800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-87154-211-1
C3031 ／4月27日
●どうぶつ村のせんきょ
チームふくろう・編
1000円 ／A5 ／28頁 ／上製 4-87154-210-4
C8731 ／4月27日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●大型開発と地方政治
－沼田・堂本・森田三知事の千葉県政
池田宏樹・著
4000円 ／A5 ／298頁 ／並製 4-86598-097-4
C0021 ／4月6日　　　　　
●ヒギンズさんが撮った小田急電鉄、相模鉄
道、箱根登山鉄道
－コダクロームで撮った1950～70年代の沿線
風景
J.Wally Higgins・写真, 安藤功・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-882-6
C0026 ／4月27日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●蛍の川
大城貞俊・著
2000円 ／46 ／200頁 ／上製 4-7554-0317-0
C0093 ／4月10日
●この村で
大城貞俊・著
2000円 ／46 ／336頁 ／並製 4-7554-0318-7
C0093 ／4月10日
●大城立裕追悼記念論集
－沖縄を求めて沖縄を生きる
「大城立裕追悼論集」刊行委員会・編
2500円 ／46 ／388頁 ／並製 4-7554-0316-3
C0095 ／4月28日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●被差別部落アウティングNO！
－「全国部落調査」復刻版裁判の東京地裁判決
をめぐって
部落解放同盟中央本部・編
1600円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7592-1105-4
C0036 ／4月8日
●京都の部落解放運動史
－水平社創立100年
『京都の部落解放運動史』編纂委員会・編
3600円 ／A5 ／406頁 ／上製 4-7592-4230-0
C0036 ／4月8日
●フツーの校長、市長に直訴！
－ガッツせんべいの人権教育論
久保敬・著
1500円 ／A5 ／156頁 ／並製 4-7592-2042-1
C0037 ／4月26日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●「星の城」が見た150年
－誰も知らない五稜郭
濱口裕介・著
2000円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-5918-8
C0021 ／4月5日
●ソーシャルワーカーのための反『優生学講
座』
－「役立たず」の歴史に抗う福祉実践
藤井渉・著

2200円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7684-3590-8
C0036 ／4月12日
●印象派とタイヤ王
－石橋正二郎のブリヂストン美術館
林洋海・著
2000円 ／46 ／248頁 ／上製 4-7684-5920-1
C0030 ／4月22日
●季刊 福祉労働172号
－特集：インターセクショナリティと批判的実
践
福祉労働編集委員会・編
1400円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-7684-2372-1
C0330 ／4月25日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●いのちのバトンをつなぎたい
－世界の子どもの3人に1人は栄養不良
ワールド・ビジョン・ジャパン・著
1600円 ／A5 ／168頁 ／上製 4-7726-1492-4
C0036 ／4月13日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●非暴力を実践するために
－権力と闘う戦略
ジーン・シャープ・著, 谷口真紀・訳
2500円 ／46 ／240頁 ／上製 4-7791-2799-1
C0036 ／4月5日
●米墨戦争とメキシコの開戦決定過程
－アメリカ膨張主義とメキシコ軍閥間抗争
牛島万・著
4200円 ／A5 ／366頁 ／上製 4-7791-2818-9
C0022 ／4月11日
●アカデミック・ダイバーシティの創造
岐阜聖徳学園大学外国語学部・編
3200円 ／46 ／320頁 ／上製 4-7791-2811-0
C0080 ／4月11日
●腐男子精神科医の人生ウラ道ガイド
日原雄一・著
1500円 ／46 ／160頁 ／並製 4-7791-2821-9
C0095 ／4月14日
●増補改訂版  浪曲論
稲田和浩・著
2000円 ／46 ／230頁 ／並製 4-7791-2816-5
C0076 ／4月14日
●新・老年書生の境地
原田國夫・著
1500円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7791-2822-6
C0095 ／4月14日
●「簡単・手軽・堅実」ロボアド投資
オフィス三銃士FPグループ・編著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2819-6
C0033 ／4月14日
●「ヘイト」に抗するアメリカ史
－マジョリティを問い直す
兼子歩、貴堂嘉之・編著
2800円 ／46 ／336頁 ／並製 4-7791-2826-4
C0022 ／4月18日
●テレコム・ポリシーとテクノロジー
－1980年代と新自由主義
花田達朗・著
6000円 ／A5 ／420頁 ／並製 4-7791-2814-1
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C0031 ／4月21日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊  経済理論  第59巻  第1号
－コロナ禍と現代資本主義
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／116頁 ／並製 4-905261-57-5
C3033 ／4月20日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
https://31shobo.com
●ウトロ  ここで生き、ここで死ぬ
中村一成・著
2800円 ／46 ／368頁 ／並製 4-380-22003-6
C0036 ／4月28日

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●渡良瀬川の自転車旅
－「人新世」の田中正造を旅する
東間紘・著
1800円 ／46 ／248頁 ／並製 4-88748-399-6
C0021 ／4月15日
●REAL ASIA リアルアジア Vol.3
南東舎・発行
1091円 ／A4 ／96頁 ／並製 4-88748-401-6
C0026 ／4月15日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●醸造用ブドウ栽培の手引き
日本ブドウ・ワイン学会・監修
2400円／A5判／206頁／並製 4-88340-355-4
C0061／4月20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 5月号 605号
－特集：優れたパートナー 「大麦」食べて元気
に
家庭栄養研究会・編 
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7155-2
C0036 ／4月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●集まって話しあう 日本とヨーロッパの地域づ
くり
－図解：5つのステップを楽しもう！
飯田恭子、浅井真康、市田知子、須田文明・編
著
2800円 ／B5 ／248頁 ／並製 4-8119-0623-2
C0036 ／4月4日
●農村計画研究レビュー2022
中塚雅也、山下良平、斎尾直子・編著
3500円 ／A5 ／306頁 ／並製 4-8119-0622-5
C3061 ／4月4日
●SDGs時代の評価, SDGs時代のESDと社会的レ

ジリエンス研究叢書5
米原あき、佐藤真久、長尾眞文・編著
2500円 ／A5 ／187頁 ／並製 4-8119-0625-6
C3037 ／4月19日
●地域福祉における地域運営組織との連携, JCA
研究ブックレット
山浦陽一・著, 筒井一伸・監修
750円 ／A5 ／62頁 ／並製 4-8119-0624-9
C0036 ／4月19日
●本源的蓄積と共同体, 山崎亮一著作集5
山崎亮一・著
4000円 ／A5 ／388頁 ／上製 4-8119-0619-5
C3061 ／4月25日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●居住福祉を学ぶ, 新居住福祉ブックレット①
岡本祥浩・著
1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1725-2
C3336 ／ 4月11日
●ふるさとの原風景をふたたび
－歴史遺産を活かした地域づくり, 新居住福祉
ブックレット②
黒田睦子・著
1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1754-2
C3336 ／ 4月11日
●ウトロ・強制立ち退きとの闘い, 新居住福祉
ブックレット③
斎藤正樹・著, 中山和弘・写真
1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1752-8
C3336 ／ 4月11日
●地域を基盤とした福祉のしくみ
－イタリアの取り組みから, 新居住福祉ブック
レット④
野村恭代・著
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1753-5
C3336 ／ 4月11日
●新版  国際交流のための現代プロトコール
阿曽村智子・著
3600円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-7989-1758-0
C2039 ／ 4月13日
●異説・行政法
－後衛の山から主峰を望む
武田真一郎・著
3200円 ／A5 ／448頁 ／上製 4-7989-1765-8
C3032 ／ 4月13日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●ジーファーの記憶
－沖縄の簪と職人たち
今村治華・著
2600円 ／46 ／362頁 ／並製 4-86124-465-0
C0021 ／4月20日
●魚毒植物 
盛口満・著
2800円 ／A5 ／180頁 ／並製 4-86124-469-8
C0039 ／4月20日
●島嶼集落における高齢者の生活・保健・介護
と地域づくり
岩崎房子・著
3500円 ／A5 ／291頁 ／上製 4-86124-468-1
C0036 ／4月20日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●響き合う子どもたち
－共に創る保育の場から
遠山洋一・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-89464-286-7
C3037 ／4月5日
●保育者がすすめる 保育研究のきほん
－日々のエピソードとカンファレンスを真ん中
に
湯澤美紀・編著
2000円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-89464-287-4
C3037 ／4月12日

▼ポラーノ出版／042-860-2029
mail@polanopublishing.com
https://polano-shuppan.com
●運動障害救急法講義ノート 2022年度
橋本実・著
1091円 ／A4 ／42頁 ／並製 4-908765-30-8
C3047 ／4月21日
●スポーツ医学A講義ノート 2022年度
橋本実・著
1091円 ／A4 ／46頁 ／並製 4-908765-31-5
C3047 ／4月21日
●スポーツ医学概論講義ノート 2022年度
橋本実・著
1091円 ／A4 ／52頁 ／並製 4-908765-32-2
C3047 ／4月21日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●「人新世」と唯物史観
友寄英隆・著
1818円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7807-1842-3
C0010 ／4月9日
●作文と教育  2022年4・5月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1749-5
C0337 ／4月10日
●理科教室  2022年5月号（No.809）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1573-6
C0340 ／4月20日
●日本の科学者 5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 4-7807-2066-2
C0336 ／4月20日
●山本周五郎  人情ものがたり（武家篇）
山本周五郎・著
1091円 ／B6変 ／288頁 ／並製
4-7807-1846-1  C0093 ／4月21日
●山本周五郎  人情ものがたり（市井篇）
山本周五郎・著
1091円 ／B6変 ／304頁 ／並製
4-7807-1843-0  C0093 ／4月21日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●Q&A ポスト･コロナ社会を考える
－ワクチン依存社会総点検
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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
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
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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天笠啓祐・著
1500円 ／A5変 ／140頁 ／並製
4-8461-2205-8  C0336 ／4月11日
●動物の権利・人間の不正
トム・レーガン著, 井上太一・訳
2600円 ／A5変 ／244頁 ／上製
4-8461-2206-5  C0036 ／ 4月25日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●吉本隆明  全質疑応答Ⅲ
－1980-1986
吉本隆明・著
2200円 ／46 ／432頁 ／並製 4-8460-2028-6
C0090 ／ 4月1日

●ブランディングズ城のスカラベ騒動, 論創海
外ミステリ281
P・G・ウッドハウス・著, 佐藤絵里・訳
2800円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2129-0
C0097 ／ 4月1日
●ロングライフウェルネス
永野聡、劉慶紅、三上己紀・著
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-2148-1
C0036 ／ 4月4日
●スペイン新古典悲劇選
富田広樹・訳
4000円 ／46 ／428頁 ／上製 4-8460-2140-5
C0098 ／ 4月4日
●定点観測  新型コロナウイルスと私たちの社
会  2021年後半, 論創ノンフィクション20
森達也・著

2000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-8460-2102-3
C0036 ／ 4月4日
●スペイン学 第24号
京都セルバンテス懇話会・編
2200円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-8460-2147-4
C3398 ／ 4月8日
●赤いいのち  坂井眞理子作品集2001-2021
坂井眞理子・著
4500円 ／46 ／96頁 ／上製 4-8460-2156-6
C0071 ／ 4月12日
●大熊信行と凍土社の地域文化運動
仙石和道・著, 瀬畑源・編
3000円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8460-2153-5
C0095 ／ 4月12日
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