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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  三芳寛要
パイインターナショナル

 年の始まりから問題提起というのも

気が引けますが、疑問を持ったら声に

出すのが出版協の役割と考え、この機

会に取り上げます。電子書籍化を目的

とした「自炊本」がフリマサイト上で

転売されている問題についてです。

　事の発端は 2021 年 6 月、当社の

編集者が、背表紙が裁断され、無残に

もバラバラに分解された「かつて本だっ

たもの」が、メルカリ、ヤフオク！と

いったフリマサイト上で転売されよう

としているのを発見したことでした。

みなさんもフリマサイト上で「自炊用」

というキーワードで検索してみてくだ

さい。版元の方、おそらく御社の書籍

も出てきます。いずれも「スキャナー

で読み込むため」「裁断済」「自炊用」

といった言葉が商品説明に並んでいま

す。恐らく出品者が自分自身の利用の

ために本を裁断し、スキャンして手元

に PDF などの電子データの形式で保

存し、用済みになったということで転

売することにしたのでしょう。

　まずこれを見て感じたことは、本を

バラバラにされたことへの悲しみでし

たが、自分の持ち物ですから、壊そう

が捨てようが構いません。自分のため

だけに複製をするのも法的には問題は

ありません。しかしこれを転売するこ

とは、第三者に対しても複製を助長す

る行為であり、世の中に次々と複製品

が出来上がることにつながりかねませ

ん。やがて海賊版が作られ、電子デー

タが違法に販売される温床ともなるか

もしれません。一方で音楽用CDが次々

と転売され、そのたびに容易に複製が

作られうることが容認されていること

を考えると、厳密には違法性はなさそ

うです。しかしいずれにせよ、著者や

本を作る人への敬意を欠いた行為と感

じ、看過はできませんでした。

　そこで本件について、出版に関する

法的問題の駆け込み寺となっている日

本ユニ著作権センターに相談したとこ

ろ、購買等の形で適正に入手した書籍

を入手者が販売することは、たとえ裁

断をしていたとしても自由であるとの

考えから、やはり違法行為とはいえな

いという見解でした。しかし著作権相

談室長の北村行夫弁護士からは、この

ような行為が法の埒外に置かれている

現実によって、著作権保護の制度が害

されることは確かだ、とのご指摘もい

ただきました。

　では、フリマサイトの運営者はどう

考えているのでしょうか。上記の北村

弁護士の見解も伝えつつ、大手運営会

社2社に伺ってみたところ次のような

回答でした。念のため会社名は伏せま

す。A社の場合「弊社の規約やガイド、

また法令に該当する商品があった際は、

削除等適切に対応させていただきます。

問題となる商品があった際は、権利元

よりご連絡をいただけますと幸いです。

また具体的な対応内容や基準などにつ

きましては、弊社サービスの運用上、

詳細をお伝えいたしかねます」と、特

に回答者の氏名も無く、ロボットのよ

うな、暖簾に腕押しな印象です。

　一方B社の場合は、担当者名も付記

した上で「弊社担当内で検討いたしま

したが、いただいた理由をもって弊社

のほうで各出品が明確に違法であると

判断することが難しい状況です。また、

全ての裁断本が違法とは言えないとい

う点から裁断本を一律に禁止するとい

うことも弊社といたしましては難しい

状況です。しかしながら、海賊版対策

という観点につきましては、弊社とし

ましても善良なユーザーに不当な制限

をかけないように留意しつつも、健全

なコマース環境のためなるべく可能な

限り対策を検討したいと考えておりま

す」と、A社よりも誠意ある回答に感

じました。

　姿勢に差こそあれ、いずれの社もや

はり違法性は認めず、手詰まりか。し

かし北村弁護士は「裁断済の本がかな

り出回っているという現状から、業界

全体の問題として考えなければ」とし

て、本件を日本ユニ著作権センターの

会報誌「JUCC 通信」（第 254 号、

2021 年 10 月発行）や、「JUCC 秋

季定例セミナー」（2021 年 10 月 26

日開催）で次のように取り上げてくだ

さいました。

　現在の法の下では違法性を問うこと

は難しいが、放置すれば著作権者や出

版社の被害が拡大する。特に出版社は

「自炊者のための複製物提供者」とな

りかねないため、法改正による対応を

考えるべきである。この問題は議員や

学者任せの立法の議論であってはなら

ず、「著作権に関わる全ての人が、著

作権制度の在り方を考え、より良き制

度にするための試練に自ら立ち向かう

ことである」。

　私はこの言葉を私たち出版社や、著

作権に関わる全ての人へのエールと受

け止め、この問題をみなさんと共有し

ようと考えました。本年、皆さんと共

に議論を深められることを願っていま

す。最後に、こうした指針を示してく

ださった北村先生と日本ユニ著作権セ

ンターの皆様に感謝いたします。

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



4-7726-1481-8  C8095 ／1月中旬
●①きおくはかんぺき！ こんなおともだちって
すごいね！ ディスレクシアのサミー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1457-3
C8737 ／1月中旬
●②ひらめきでなぞとき！ こんなおともだちっ
てすごいね！ ADHDのイジー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1458-0
C8737 ／1月中旬
●③でんしゃはかせにおまかせ！ こんなおと
もだちってすごいね！ 自閉スペクトラム症の
チャーリー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1459-7
C8737 ／1月中旬
●ドキドキにまけない！ こんなおともだちって
すごいね！ 不安症のルビー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1460-3
C8737 ／1月中旬
●イラスト版 幼児期のライフスキルトレーニン
グ
―気になるコミュニケーションと行動への対応
平岩幹男・著
1700円 ／B5 ／120頁 ／並製 4-7726-1484-9
C0037 ／1月下旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●メルヴィルに挨拶するために
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
3000円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7791-2793-9
C0097 ／1月12日
●ポーランド児童救済事業の記録
―『波蘭児童関係日誌』一九二〇～一九二二年
宇都榮子、小笠原強、桜井昭男、菅田理一、村
上葵・編著
7200円 ／A5 ／746頁 ／上製 4-7791-2806-6
C0026 ／1月18日
●日本・ポーランド関係史Ⅱ
―1945～2019年
エヴァ・パワシュ＝ルトコフスカ・著, 白石和
子・訳
4900円 ／A5 ／608頁 ／並製 4-7791-2805-9
C0022 ／1月18日
●西ネパール・ヒマラヤ 最奥の地を歩く
―ムスタン、ドルポ、フムラへの旅
稲葉香・著
2200円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7791-2774-8
C0026 ／1月19日
●裏切れない！「蛙」の声が今も聞こえる（仮）
―連合赤軍50年目の対話
片井博美・著
1600円 ／46 ／188頁 ／並製 4-7791-2807-3
C0036 ／1月27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4号
―コロナ危機下の財政政策とMMT（現代貨幣

理論）
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-905261-56-8
C3033 ／1月20日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●社会的連帯経済への道
―［続］未踏の時代の経済・社会を観る
井上良一・著
2700円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-7845-1884-5
C0030 ／1月7日
●中国の現代化を担った日本 
―消し去られた日本企業の役割
西原哲也・著
1800円 ／46 ／328頁 ／並製 4-7845-1885-2
C0030 ／1月14日
●サステナビリティの経営哲学
―渋沢栄一に学ぶ
十名直喜・著
2500円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-7845-1592-9
C0030 ／1月14日
●はじまりの哲学
―アルチュセールとラカン
伊吹浩一・著
2500円 ／A5 ／372頁 ／並製 4-7845-1883-8
C0030 ／1月14日

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●日光山秘話  知られざる日光の歴史を辿る
興雲律院、中川光熹・著
5000円 ／A5 ／420頁 ／上製 4-88748-398-9
C0021 ／1月20日
●塩原温泉  文化財と史跡めぐり
君島久子・監修, 塩原温泉郷土史研究会・編
1500円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-88748-397-2
C0021 ／1月25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 2月号 612号
―特集：小粒でも健康パワー アズキと発酵アズ
キ、脱プラスチックの新展開とは ゼロ・ウェイ
スト、LOOP
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7152-1
C0036 ／1月20日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●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 ／1月14日
●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
C3036  ／1月21日
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●出版協1月に出る本 ●書名―サブタイトル／著者など
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ISBN（978省略）／発行予定
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●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1月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「1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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「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
●ヒギンズさんが撮った西武鉄道
―コダクロームで撮った1960～70年代の沿線
風景
J.Wally Higgins・写真, 安藤功・名古屋レー
ル・アーカイブス・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-879-6
C0026 ／1月27日
●今だから！ 植木等
―“東宝クレージー映画”と“クレージー・ソン
グ”の黄金時代
高田雅彦・著
3200円 ／A5 ／416頁＋口絵8頁 ／並製 
4-86598-095-0  C0074 ／1月18日
●新版  名曲この一枚
西条卓夫・著
2500円 ／46 ／330頁 ／並製 4-86598-093-6
C0073 ／1月26日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●ごめん！ 聞いてごめんな
―みやらけの人々の聞き取り
大賀喜子・編著
2400円 ／A5 ／336頁 ／並製 4-7592-4304-8
C0036 ／1月27日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●渋沢栄一と松平定信
植村美洋・著
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7684-5912-6
C0023 ／1月中旬

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●紛争・迫害の犠牲になる難民の子どもたち
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）・著
2800円 ／B4変 ／152頁 ／上製
4-7726-1475-7  C0036 ／1月中旬
●耳の不自由な人をよく知る本
―ビジュアルブック∞障害のある人とともに生
きる
障害のある人とともに生きる本編集委員会・編
3800円 ／A4変 ／104頁 ／上製
4-7726-1482-5  C8637 ／1月中旬
●昭和の犬・ジョンとの約束
―少年が獣医師になると決めたあの日
今西乃子・著
1500円 ／A4変 ／144頁 ／上製



●多言語教育に揺れる近代日本
下絵津子・著
3200円 ／A5 ／264頁 ／上製 4-7989-1740-5
C3037  ／1月21日
●想像のさまざま
松永澄夫・著
7600円 ／A5 ／872頁 ／上製 4-7989-1721-4
C3031 ／1月21日
●原発事故避難者はどう生きてきたか
―被傷者の人類学
竹澤尚一郎・著
2800円 ／A5 ／368頁 ／並製 4-7989-1733-7
C3036 ／1月21日
●戦後日本の大学教育の回顧と展望
―自分史と重ねて, 東信堂ブックレット5
絹川正吉・著
1000円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7989-1756-6
C1330 ／1月21日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●世界遺産 奄美
小野寺浩・著
1800円 ／A5 ／234頁 ／並製 4-86124-456-8
C0025 ／1月下旬

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●スットン経
諏訪哲史・著
1500円 ／46 ／244頁 ／並製 4-8331-2110-1
C0095 ／12月22日
●愛知の昭和30年代を歩く
溝口常俊・著
1600円 ／A5 ／178頁 ／並製 4-8331-4294-6
C0021 ／1月14日
●金曜日の戦い
小川雅魚・著
2200円 ／46 ／372頁 ／上製 4-8331-3186-5
C0095 ／1月28日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●理科教室 2022年2月号（No.806）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1570-5
C0340 ／1月20日
●日本の科学者2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 4-7807-2063-1
C0336 ／1月20日
●こども環境学研究 Vol.17,No.3（C.N.49）
Winter2021（仮）
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／86頁 ／並製 4-7807-2019-8
C3036 ／1月下旬

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●LGBTヒストリー（仮）

永易至文・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8461-2121-1
C0036 ／1月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●写真集  大地と生きる
―北米先住民族の矜持
鎌田遵・写真
3800円 ／A4変 ／176頁 ／上製
4-8460-2114-6  C0072 ／1月20日
●嘆きの探偵, 論創海外ミステリ278
バート・スパイサー・著, 菱山美穂・訳
2800円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-8460-2111-5 
C0097 ／1月20日
●五五歳からの哲学・宗教の言葉
―カント、シェーラー、シュタイン、ヒル
ティ、アビラのテレジア
船木祝・著
1800円 ／46 ／122頁 ／上製 4-8460-2109-2
C0010 ／1月24日
●別役実の風景
野田映史・編
2000円 ／46 ／352頁 ／並製 4-8460-2100-9
C0074 ／1月25日
●田漢と李大釗
田偉・著
1200円 ／46 ／184頁 ／並製 4-8460-2132-0
C0074 ／1月25日
●狂える世界と不確実な未来
―新型コロナウイルスの謎・米中新冷戦の勃
発・二〇二〇年米大統領選の真相
斎藤直樹・著
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-8460-2101-6
C0031 ／1月25日

─12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  1月号（No.835）
―脱線を楽しむ授業①
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-012-1 ／12月7日
●今よみがえる丸山眞男 　
―「開かれた社会」への政治思想入門
冨田宏治、北畑淳也・著
1600円 ／46 ／214頁 ／並製4-87154-200-5
C3031 ／12月8日
●グラムシ「未完の市民社会論」の探究
―『獄中ノート』と現代
松田博・著
1600円 ／46 ／196頁 ／並製 4-87154-201-2
C3031 ／12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
●能勢電鉄、阪急宝塚線・箕面線沿線アルバム

―昭和～平成
伊原薫・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-878-9
C0026 ／12月28日
●あと四十日 “フルトヴェングラーの証人”によ
る現代への警告　　　　
ヴェルナー・テーリヒェン・著, 野口剛夫・編訳
2000円 ／46 ／216頁 ／並製 4-86598-096-7
C0026 ／12月29日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●続 部落解放論の最前線
―水平社一〇〇年をふまえた新たな展望
朝治武、谷元昭信、寺木伸明、友永健三・編著
3000円 ／A5 ／458頁 ／並製 4-7592-1036-1
C0036 ／12月17日
●SDGsと人権 Q&A
―地域・学校・企業から考える
松岡秀紀・編著, 岡島克樹・編著
1600円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7592-6799-0
C0036 ／12月27日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●3.11に学ぶ
―歴史が語る未来
荒川文生・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-7684-5910-2
C0054 ／12月3日
●RESPECT
―男の子が知っておきたいセックスのすべて
インティ・シャベス・ペレス・著, みっつん・
訳, 重見大介・医療監修
1800円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7684-5911-9
C0036 ／12月10日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン！
多屋光孫・文, 絵
1800円 ／B5変 ／48頁 ／上製 4-7726-1480-1
C8736 ／12月3日
●10代の妊娠
―友だちもネットも教えてくれない性と妊娠の
リアル
にじいろ・著
1400円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7726-1479-5
C0036 ／12月16日
●2E  得意なこと苦手なことが極端なきみへ
―発達障害・その才能の見つけ方、活かし方
高山恵子・著
1600円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7726-1483-2
C0037 ／12月25日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●「ハルモニ、歌ってあげるね」
―アイヌ、コリアンと共に生きる
安藤清史・著
2000円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2800-4
C0036 ／12月3日
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●アジア太平洋戦争新聞
太平洋戦争研究会・著
2500円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2794-6
C0021 ／12月3日
●40代「進化するチーム」のリーダーは部下を
どう成長させているか
中谷彰宏・著
1500円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2791-5
C0030 ／12月3日
●一九四〇 命の輸送
安田亘宏・著
2800円 ／46 ／336頁 ／上製 4-7791-2783-0
C0093 ／12月3日
●日本プロ野球歌謡史
―野球ソングスの時代
菊池清麿・著
3000円 ／46 ／412頁 ／並製 4-7791-2789-2
C0075 ／12月21日
●記憶と風景
―間文化社会ケベックのエクリチュール
小倉和子・著
3000円 ／46 ／232頁 ／並製 4-7791-2796-0
C0098 ／12月22日
●講談最前線
瀧口雅仁・著
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7791-2795-3
C0076 ／12月22日
●ゴシックの享楽
―文化・アダプテーション・文学
武田悠一・編著
4000円 ／46 ／400頁 ／上製 4-7791-2801-1
C0098 ／12月23日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●朝鮮料理店・産業「慰安所」と朝鮮の女性た
ち　　
高麗博物館朝鮮女性史研究会・著
2500円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-7845-1153-2
C0030 ／12月2日
●島村抱月の世界　　
―ヨーロッパ・文芸協会・芸術座
井上理惠・編著
3200円 ／46 ／344頁 ／並製 4-7845-1155-6
C0030 ／12月2日
●共同親権　　
宗像充・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7845-2415-0
C0030 ／12月9日

▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
http://seorishobo.com
●現代教育のシステム論
―ルーマンの構図
石戸教嗣・著
2300円 ／46 ／264頁 ／並製 4-86686-023-7
C3037 ／12月8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 1月号 611号
―特集：毎日のごはん作りを思い切って楽にす

る！ 気負わず自分流に心地よく
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7151-4
C0036 ／12月20日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●カリフォルニア大学  ガバナンスと戦略
清水彩子・著
2600 円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1729-0
C3037 ／12月10日
●大学史研究30
―特集：私の大学史研究
大学史研究会・編
3000円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-7989-1748-1
C3037 ／12月15日
●福祉社会学宣言, 副田義也社会学作品集Ⅶ
副田義也・著
7200円 ／A5 ／550頁 ／上製 4-7989-1741-2
C3336 ／12月20日
●自治会・町内会と都市内分権を考える,
まちづくりブックレット1
名和田是彦・著, コミュニティ政策学会・監修
1000円 ／A5 ／88頁 ／並製 4-7989-1596-8
C0336 ／12月20日
●宮崎市地域自治区住民主体のまちづくり,
まちづくりブックレット2
宮崎市地域振興部地域コミュニティ課地域まち
づくり推進室・著, コミュニティ政策学会・監修
1000円 ／A5 ／104頁 ／並製 4-7989-1597-5
C0336 ／12月20日
●横浜の市民活動と地域自治,
まちづくりブックレット3
石井大一朗・編著, コミュニティ政策学会・監修
1000円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7989-1598-2
C0336 ／12月20日
●地元コミュニティの水を飲もう
―ポストコロナ時代のまちづくりの構想, まち
づくりブックレット4
鳥越皓之・著, コミュニティ政策学会・監修
1000円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1599-9
C0336 ／12月20日
●熟議するコミュニティ,
まちづくりブックレット５
伊藤雅春・著, コミュニティ政策学会・監修
1000円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7989-1600-2
C0336 ／12月20日
●日本労働社会学会年報32
―特集：COVID-19と労働
日本労働社会学会・編
2000円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7989-1746-7
C3036 ／12月27日

▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com/
●森下に惚れる
―日本で一番美しい投手
迫勝則・著
1400円 ／46 ／256頁 ／並製 4-86489-135-6
C0075 ／12月10日
●広島人の医と食と癒しを考える nannan　　
―HIROSHIMAの食と医者はスゴイze！
南々社・編

1000円 ／A4変 ／88頁 ／並製 4-86489-138-7
C0077 ／12月24日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●霊長類学者・川村俊蔵のフィールドノート
―1950年代屋久島の猟師と後継者たち
服部志帆・編著
3800円 ／46 ／404頁 ／並製 4-86124-459-9
C0045 ／12月20日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●風に立つ
松本喜久夫・著
1455円 ／B6変 ／336頁 ／並製
4-7807-1834-8  C0093 ／12月4日
●七〇歳からの俳句と鑑賞
聖木翔人・著
1818円 ／A5 ／280頁 ／並製 4-7807-1835-5
C0095 ／12月4日
●「切り札」山下泰裕は日本柔道界を変革でき
るか
木村秀和・著
1182円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7807-1830-0
C0036 ／12月10日
●作文と教育 2022年1月号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1747-1
C0337 ／12月10日
●理科教室 2022年1月号（No.805）vol.64
科学教育研究協議会・編集
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1569-9
C0340 ／12月20日
●日本の科学者1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 4-7807-2062-4
C0336 ／12月20日
●一般社団法人 日本綜合医学会 2号
一般社団法人 日本綜合医学会・編
909円 ／B5 ／84頁 ／並製 4-7807-2100-3
C0047 ／12月22日
●半夏生
佐田暢子・著
2182円 ／46 ／312頁 ／上製 4-7807-1833-1
C0093 ／12月22日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●汚染水海洋放出の争点
―トリチウムの危険性
渡辺悦司、遠藤順子、山田耕作・著
2700円 ／A5 ／236頁 ／上製 4-8461-2120-4
C0036 ／12月16日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●老年学を学ぶ, 桜美林大学叢書7
―高齢社会の学際的研究
杉澤秀博、長田久雄、渡辺修一郎、中谷陽明・
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編著
3200円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-8460-2078-1
C3036 ／12月7日
●鏡の国のアリス, RONSO fantasy collection
ルイス・キャロル・著, 楠本君恵・訳, 
ブライアン・パートリッジ・イラスト
1600円 ／46 ／208頁 ／上製 4-8460-2086-6
C0097 ／12月14日
●英国人青年の抑留日記
シディングハム・イーンド・デュア・著,
出羽仁・編
4800円 ／A5 ／520頁 ／上製 4-8460-2123-8
C0021 ／12月22日
●おうちで沖縄！ ラジオで南国気分

―沖縄コミュニティFM全19局ガイドブック
ストライク・ゾーン・編
1800円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-8460-2126-9
C0036 ／12月22日
●さもなくば黙れ
平山瑞穂・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8460-2117-7
C0093 ／12月23日
●良心の囚人, 論創ノンフィクション17
―自由を放棄しないという選択
マ・ティーダ・著, 熊木信太郎・訳
2200円 ／46 ／358頁 ／並製 4-8460-2085-9
C0036 ／12月23日
●コロナの倫理学

森田浩之・著
2000円 ／46 ／280頁 ／上製 4-8460-2107-8
C0036 ／12月27日
●ピーター卿の遺体検分記, 論創海外ミステリ
277
ドロシー・L・セイヤーズ・著, 井伊順彦・訳
3600円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-2076-7
C0097 ／12月28日
●霜月信二郎探偵小説選, 論創ミステリ叢書126
霜月信二郎・著
3400円 ／A5 ／312頁 ／並製 4-8460-1978-5
C0093 ／12月28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1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1月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「1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
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出版人
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ひとなる書房
批評社
風濤社
風媒社
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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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