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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 河野和憲
彩流社

　いまだ底を打つ気配を見せない新型
コロナウイルス禍および出版不況。そ
んななか、当然だが日々の業務は鋭意
すすめなければならない。版元も書店
も取次もそれぞれがおかれた状況下で、
さまざまな知恵をしぼりながら売上向
上を追求すべく努力している。
　先般、弊社は諸般の事情から已む無
くリストラを断行したのだが、やはり
マンパワーの絶対的不足はいかんとも
しがたく、スタッフの若返り、業務の
継承、さらには「出版」の理念的承継
も視野に入れ、急遽、スタッフ募集を
ハローワークに提示したのであった。
　募集情報をみた数名の方から問い合
わせがあり、大半は女性だったが、面
接を経て最終的に採用となったのも女
性だった。しかも異業種からの転職者。
その新人スタッフに、久しく「不況」
とされる出版界になぜ飛び込んでみよ
うと決意したのか、その「意図」を直
撃取材した。

―出版社の業務についての率直な感
想は？

「出版界へきてみて、まず戸惑ったのは
前の業界とは働き方がまったく異なっ
ていたことです。以前、勤めていたの
は食品工場で、そこでは一日のタイムテー
ブルがしっかりと定められており、流
れ作業の上流で作業が止まると下流も
止まってしまう共同作業でした。しかし、
出版という仕事は基本的には個人でそ
の進捗や出来栄えが左右されます。自
身でコントロールできるということは
常に《責任》という言葉がのしかかり
ます。著者の言葉を正しく世間へ伝え
るという責任、本を作った後も多くの
人に読んでもらうため装丁や宣伝方法
を考えねばならない責任、低迷する出
版業界で新たな時代を引き継いでいく

という責任。これらは重くのしかかる
のですが決して嫌なものではなく、こ
の業界で成長していくためには欠かせ
ないものだと感じています」

―編集者についての印象は如何ですか？
「出版社に入ったばかりなので本の担当
をしたことはありません。ですが先輩
の《著者を守れるのは担当者だけ》と
いう言葉が強く印象に残っています。
その言葉は著者と編集者の間に信頼が
あるからこそ出た言葉だと思います。
小説にせよ評論にせよ、自分の考えて
いることを世間に発表するというのは
とても勇気がいることです。編集者の
仕事とはそんな方の背中を押してあげ
ることではないでしょうか。本という
のはその人にとって一生のものになる
はず。そんな本を一緒に出版して、《本
を出版できて良かった》《次もまた担当
してもらいたい》と言ってもらえるよ
うな編集者を目指したいです」

―本をつくることについてはどのよ
うに考えていますか？

「紙の本の売上が低迷するなか電子書籍
が世に普及してきています。電子書籍
は場所を取らず出版社としては印刷・
製本代等がかからないという利点があ
ります。そんななかでも紙の本を買い
たいという人は少なからずいます。紙
の手触りや匂いが好き、本棚に並べて
楽しみたいなど、理由はさまざまです。
電子書籍が一般的になっても紙の本がまっ
たくなくなるということはないと思い
ます。紙と電子、両方の売上をいかに
して伸ばしていくかを考えるのが今後
の出版界での難しいところであり、面
白いところなのではないでしょうか。
読者がいまどんなものを欲しているの
かを調べることで可能性はどんどん広がっ

ていくように思います」

―最後になぜ出版界へ転じようと決
意したのですか？

「幼い頃から物語などを創作するのが好
きでした。しかし、仕事となると義務
感が生まれ、好きなままでいられなくなっ
てしまうのではないかという思いもあり、
目指せずにいました。社会人となって
自分に合った職種が見つけられず転職
を考えていたとき、《出版》の文字が目
に留まりました。自分が生み出すわけ
ではなくとも誰かの想いを形にする仕
事ならばできるのではないか。自分一
人では形にする勇気がない人のお手伝
いならばできるのではないか。創作と
いう好きなことのそばで働きたい、そ
の気持ちを捨てきれませんでした。未
経験の業界なので甘い考えだと言われ
るかもしれませんが、やはり好きなこ
とを仕事にできるというのは働くこと
の原動力になっています。出版社に入っ
て、業界の現状や歴史を知り、未熟で
すが自分のためだけでなく、業界の今
後を担っていかなければならないとい
う責任も感じるようになりました。今
後は広い視野を持ち、経験を積み、新
しいことにも積極的にチャレンジして
いきたいと考えています」

　警世の詩人曰く。〈我々は今最も厳密
に、大胆に、自由に「今日」を研究して、
そこに我々自身にとっての「明日」の
必要を発見しなければならぬ。必要は
最も確実なる理想である〉（石川琢木「時
代閉塞の現状」）。次世代へ出版の理念
を継承すること。そのためには努力を
惜しんではならない。それは先人から
受け継いだことへの恩返しでもある。
期待の新人に託すことは大きい。

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

、



http://www.sairyusha.com
●18歳になったら、必ず押さえておきたいFIRE
黄金法則
―若いうちに知っていれば、誰でも実現できる
スティーブ金山・著
1500円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2827-1
C0033 ／6月10日
●カリキュラマシーン大解剖
平成カリキュラマシーン研究会・編
3000円 ／A5 ／460頁 ／並製 4-7791-2823-3
C0095 ／6月15日
●誤解だらけの「ギャンブル依存症」
―当事者に向き合う支援のすすめ
認定NPO法人ワンデーポート・編, 中村努、高
澤和彦、稲村厚・著
1900円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7791-2829-5
C0036 ／6月15日
●賢治ラビリンス－夜の川のほとりのゴーシュ
金成 陽一・著
2500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7791-2832-5
C0095 ／6月17日
●【増補新版】ギャンブル依存と生きる－家
族、支援者と生きづらさを乗り越えるために
稲村厚・著
2000円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7791-2834-9
C0036 ／6月17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
●ヤマハSR400［FIモデル］メンテナンス&カ
スタム
細井啓介・監修
3000円 ／B5 ／212頁 ／並製 4-88393-965-7
C0065 ／6月10日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●摘んで野草料理
金田初代・著
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-88340-356-1
C0077 ／6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 7月号 617号
―特集：意外に多い夏の冷え症 あなたは大丈
夫？／待ったなしの食料自給率の引き上げ！
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7157-6
C0036 ／6月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●地域農業と協同―日韓比較
品川優・著
3300円 ／A5 ／264頁 ／上製 4-8119-0627-0
C3061 ／6月6日
●農村協同組合医療の源流の対応
―愛媛県の産業組合医療

冨長泰行・著
2000円 ／46 ／168頁 ／並製 4-8119-0629-4
C0061 ／6月27日

▼捕物出版／050-3728-4502
mail@torimono.jp
http://www.torimono.jp/books
●神変葵小姓, 振袖小姓捕物控 第三巻
島本春雄・著
1995円 ／A5 ／318頁 ／並製 4-910621-03-6
C0093 ／6月1日
●ゴキゲン・ハウス物語
陳舜臣・著
1700円 ／46 ／274頁 ／並製 4-910621-70-8
C0093 ／6月10日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru
●このままでは働き続けることがつらい保育の
仲間たちへ－保育者が見つめたこの10年、保育
者が願うこの先の10年
平松知子・著
1400円 ／46 ／000頁 ／並製 4-86464-285-0
C3037 ／6月17日

▼批評社／03-3813-8990
e-mail.book@hihyosya.co.jp
http://www.hihyosya.co.jp
●三輪山の神と古代ヤマト
－神々の伝承が語るヤマト建国の歴史
木村博明・著
1700円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8265-0730-1
C0021 ／6月25日
●天皇学入門－われわれ日本人は、天皇をどう
捉えてきたのか
安達史人・著
3000円 ／46 ／496頁 ／並製 4-8265-0732-5
C0021 ／6月25日
●終わりなき帝銀事件
－GHQの策謀と戦後史の迷路
松本宗堂・著
2800円 ／46 ／340頁 ／並製 4-8265-0727-1
C0021 ／6月25日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●街道今昔  三河の街道をゆく
堀江登志実・編
1600円 ／A5 ／149頁 ／並製 4-8331-4301-1
C0025 ／6月13日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●言葉のおもちゃ箱―伊奈かっぺい綴方教室
伊奈かっぺい・著
1364円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7807-1849-2
C0095 ／6月5日
●果無の道
祥賀谷悠・著
1091円 ／B6変 ／184頁 ／並製
4-7807-2200-0  C0093 ／6月11日
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●出版協6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6月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「6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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【2022年5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
●気候変動対策と原発・再エネ－CO2削減と電
力安定供給をどう両立させるか？
岩井孝、歌川学、児玉一八、舘野淳、野口邦
和、和田武・著
2000円 ／A5 ／204頁 ／並製 4-87154-213-5
C3036 ／6月6日
●月刊 数学教室 7月号（No.841）
－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
4910-14229-072-5 ／6月7日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●ごみ清掃のお仕事, シリーズお仕事探検隊
押田五郎・著
1800円 ／A5 ／266頁 ／並製 4-7592-5041-1
C8336 ／6月8日
●声とともに生きる豊かな人生
－50人のリカバリー体験記
マリウス・ローム、サンドラ・エッシャーほ
か・編, 佐藤和喜雄・監訳, 森直作・訳
3500円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-7592-6127-1
C0047 ／6月20日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●凜として灯る
荒井裕樹・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-3592-2
C0036 ／6月中旬
●シモーヌ（Les Simones）VOL.6
－特集：インターネットとフェミニズム  私た
ちの空間を守る
シモーヌ編集部・編
1500円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-9106-5
C0036 ／6月上旬

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●世界の気候変動かるた
―みんなではじめるクライメート・アクショ
ン！, 合同出版のSDGs教材
国際環境NGO FoE Japan・著
3400円 ／カード ／102枚 ／並製
4-7726-5505-7  C8037 ／6月下旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com



●理科教室  2022年7月号（No.811）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1575-0
C0340 ／6月20日
●日本の科学者 7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 4-7807-2068-6
C0336 ／6月20日
●作文と教育  2022年6・7月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1750-1
C0337 ／6月20日
●総合人間学16
―人新世とAIの時代における人間と社会を問う
総合人間学会・編
1455円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7807-2212-3
C0036 ／6月下旬
●列の光
―日本共産党創立100周年記念合同歌集
日本共産党歌人後援会 合同歌集刊行委員会・編
1091円 ／46 ／182頁 ／並製 4-7807-2213-0
C0095 ／6月下旬
●季節の中で―二四節気七二候  詩文集
甲斐貴史・著
909円 ／46 ／128頁 ／並製 4-7807-2214-7
C0095 ／6月下旬

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●日本の南進と大東亜共栄圏, アジアの基礎知
識6
後藤乾一・著
2500円 ／A5 ／330頁 ／上製 4-8396-0329-8
C0330 ／6月6日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●住民税非課税制度活用術
太田哲二・著
1500円 ／A5 ／116頁 ／並製 4-8461-2210-2
C0036 ／6月1日
●再生可能エネルギーの問題点
加藤やすこ・著
2500円 ／46 ／188頁 ／並製 4-8461-2207-2
C0036 ／6月1日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●デイヴィッドスン事件, 論創海外ミステリ282
ジョン・ロード・著, 渕上瘦平・訳
2800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-2141-2
C0097 ／6月2日
●クロームハウス殺人, 論創海外ミステリ283
Ｇ.Ｄ.Ｈ.&M・コール・著, 菱山美穂・訳
3200円 ／46 ／336頁 ／上製 4-8460-1793-4
C0097 ／6月2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 ／6月3日
●オイル・オン・タウンスケープ

中島晴矢・著
2200円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8460-2181-8
C0095 ／6月17日
●よくわかる！ 日本語能力試験N1合格テキス
ト〈聴解〉
一般社団法人留学生就職サポート協会・監修, 
建石一郎・著
1600円 ／B5 ／192頁 ／並製 4-8460-2035-4
C0081 ／6月20日
●ケルト神話・伝承事典
木村正俊・著
3800円 ／46 ／328頁 ／上製 4-8460-2177-1
C0514 ／6月20日
●日本近代文学の潜流
大和田茂・著
5000円 ／46 ／528頁 ／上製 4-8460-2176-4
C0095 ／6月21日
●自由国家 インド実現のためのガンディー憲法
案
シュリマン・ナラヤン・アガルワル・著, 佐藤
雅彦・訳
3000円 ／46 ／344頁 ／上製 4-8460-2186-3
C0032 ／6月28日

─5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  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
●カジノ・万博で大阪が壊れる
－維新による経済・生活大破壊
桜田照雄、高山新、山田明・著
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-87154-212-8
C3033 ／5月14日
●隔月刊 社会保障 初夏春号（No.502）　　　
－いのち・くらし守る社会保障要求を
中央社会保障推進協議会・編　
500円 ／A5 ／48頁 ／並製 4-87154-502-0
C3036 ／5月14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
3800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

●私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

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●春遠からじ－思い出のピースたちと
組坂道子・文と絵
1500円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7592-0232-8
C0036 ／5月26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21日
●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21日

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●歌集  暁の星
重信房子・著
2000円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7744-0765-4
C0092 ／5月27日
●決定版  戦没画学生人名録
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
C0037 ／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
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2800円 ／A5 ／264頁 ／上製 4-7791-2824-0
C0023 ／5月13日

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●宇都宮藩と城下・村の人びと
―藩の公用日誌を読む
川田純之・著　　　　　　　　　　　　　　　
2000円 ／46 ／268頁 ／並製 4-88748-402-3
C0021 ／5月20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
●手縫いの革小物 ポーチとポシェット 12のレ
シピ
勝村岳・監修
2000円 ／A4変 ／104頁 ／並製
4-88393-970-1  C5077 ／5月31日

▼捕物出版／050-3728-4502
mail@torimono.jp
http://www.torimono.jp/books
●紅鶴提燈, 小姓捕物控 第二巻
島本春雄・著
1956円 ／A5 ／310頁 ／並製 4-910621-02-9
C0093 ／5月1日
●満月夫人, 島田一男大陸小説集3
島田一男・著
1840円 ／A5 ／298頁 ／並製 4-909692-99-3
C0093 ／5月10日
●ぼんくら与力
山手樹一郎・著
1460円 ／46 ／226頁 ／並製 4-910621-06-7
C0093 ／5月20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20日

▼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
●東海・北陸のジオサイトを味わう
森勇一、田口一男・著
1800円 ／A5 ／207頁 ／並製 4-8331-4300-4
C0026 ／5月31日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●労働総研クォータリー  2022年冬季号  No.122
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／56頁 ／並製 4-7807-1891-1
C0336 ／5月10日
●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 ／上製 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
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
●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
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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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