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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 成澤壽信
現代人文社

 現在、国会に提出されている著作権
法改正案（以下、改正案）について出
版協としての見解をまとめるために、
この数ヵ月を要した。一から改正案提
出にいたった経緯やその内容を文化審
議会著作権分科会の審議録や報告書な
どから読み取るため時間を費やしたか
らである。論点整理をした後、理事会
内の出版の自由・出版者権利委員会で
議論し案文をまとめ、それに基づいて
出版協理事会で議論した。ようやく４
月 28 日に発表に漕ぎつけた（見解は
出版協ホームページを参照）。
 以下では、改正案そのものについて
ではなく、見解案を検討していたとき
思ったことを２、３述べたい。

 第１に、著作権法上、出版社は当事
者性を持っていないということである。
周知のとおり、現在、出版社には編集
権や版面権といった権利が著作権法上
認められていないため、出版社は著作
権者と契約することによってはじめて
権利（出版権）を得ることになってい
る。出版社は、著作権法上直接の権利
者ではないが、著作権法改正で影響を
被る可能性は高く、大きな利害関係者
といえる。審議会でもその点は認めて
おり、かなり配慮していると思われる。
とはいえ、当事者としての立場を有し
ていないことは、この問題への出版社
の関与に限界があることを認識してお
くべきである。それは改正案の補償金
制度作りへの関与の点に現れる。
 ２点目は、図書館と出版社の関係を
どう見るかである。
　これまで、両者は、図書館での図書
の貸出など利用をめぐって幾度となく
対立してきた。本が売れなくなったの
は図書館が新刊を含めて貸出している
からだという意見はその一つである。 
　かつて「図書館＝無料貸本屋論」が
展開されたことは記憶にあたらしい（詳

しくは、福嶋聡〔ジュンク堂書店難波
店店長〕「図書館は出版業界の敵なのか」
Web論座2017年11月14日・15日・
16日の３回連載）。改正に対する昨年
12 月のパブリックコメントで現れて
いる、改正案が「民業を圧迫」すると
いう出版業界の強い警戒感はそれに通
じるものがある。この点について、理
事の一人である晴山生菜氏は、図書館
の利用者へのメール送信は出版の売り
上げに影響は出ないとして、むしろあ
とで述べるが利用者としての利便性を
歓迎する（同「著作権法改正は民業を
圧迫するか？」FAX新刊選101号）。
　「図書館の貸出数が増えたから、本
が売れなくなったのか？」という問い
に答えを出すことは、「社会的な事象
については、自然科学における比較実
験のような手段は取れない」という理
由で、容易でないと前述の福嶋氏は言っ
ている。それと同様、「改正によるメー
ル送信で、本が売れなくなるか？」の
問いに答えを見出すのも困難である。
私は、今回の改正が出版社にどのよう
な影響を与えるか、与えるとしてそれ
が出版社の経営を揺るがすほどのもの
か依然として判断しかねているが、具
体的な影響が出たあとでは取り返しが
つかなくなるという漠然とした不安を
一方でもっている。
 この不安はかなりの程度、出版物の
分野や出版社としての経験に左右され
ると思う。しかし、会員社の中で一社
でも影響を被るという社があれば、出
版協としては見過ごすことはできない
と考える。
 また、もう一点は、図書館利用者の
視点をどう見るかである。
 前述のように経済的影響を被るとい
う意味で、出版社は図書館（サービス）
と対立する当事者になっているが、一
方で、編集者は出版企画作りや校正な
どで図書館の恩恵を受けている側面を

有している。「利用者」の視点から前
号の FAX 新刊選で晴山氏が賛成意見
を展開している。永江朗氏も明確にこ
の点を高く評価する（毎日新聞 2021
年４月21日付朝刊）。
 利用者サービスの向上を突き詰めて
いくと、国会図書館が出版された図書
資料をデジタルデータ化し一元的に集
積・管理し、各図書館や利用者に貸し
出すこと（配信）に行き着く。こうす
れば、新刊１冊を買って、それをデジ
タル化すればよいのである。現在の
IT 技術はそれを可能にしている。今
回の改正案はそうしたことが近い将来
現実化することを予感させる。そうな
ると、本のコンテンツだけを必要とす
る読者は、それを利用すればよく、本
自体は売れなくなり出版社は大きな影
響を受けるだろう。もっとも出版社が
なくなると、図書館に本が入らなくな
り、図書館はその存立基盤を失うだろ
う。結局、問題は、図書館の利便性の
向上と出版社の継続性維持のバランス
をどうとるかに行き着く。

 見解をまとめるにあたって、このよ
うにたくさんの疑問が湧いてきた。出
版協の見解の中にはこれらすべてを盛
り込むことができなかった。整理する
と、そもそも図書館の役割（目的）と
はなにか、そして図書館と出版社との
関係、利用者と出版社との関係、権利
者と出版社との関係、これらをどう見
るか。それを考えるにあたって常に図
書館と出版社との共存関係をどう築い
ていけるかを念頭におかないと、実り
ある議論にはならないと思う。
 こうした視点から今後もこの問題を
検討していきたい。出版協の会員やひ
ろく出版業に携わるみなさんのご意見
をいただければ幸いである。

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

02――新刊選　1404／241号

●ほんのひとこと

●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 ／208頁 ／並製
4-7684-7157-9  C0321 ／5月中旬
●古都に、消える。－流浪の家族と空洞の古代史
前田潤・著
2000円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7684-5901-0
C0095 ／5月下旬
●国家方針を転換する決定的十年
－新自由主義から社会的共通資本へ
田中信一郎・著
1700円 ／46 ／192頁 ／並製 4-7684-5900-3
C0036 ／5月下旬

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●オマルとハッサン
－4歳で難民になったぼくと弟の15年
ヴィクトリア・ジェミスン・作,
中山弘子・訳, 滝澤三郎・監修
2200円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-7726-1451-1
C8079 ／5月20日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●アメリカ社会の人種関係と記憶
－歴史との対話
樋口映美・著
4500円 ／A5 ／400頁 ／上製 4-7791-2756-4
C0022 ／5月19日
●ラ・ゴロンドリーナ  川津英夫写真集
－飛翔する少女
川津英夫・写真
3500円 ／A4変 ／128頁 ／フランス装箱入
4-7791-2746-5  C0072 ／5月19日
●ナポレオンの柳
－西洋人と柳、墓地、ピクチャレスク
黒沢眞里子・著
3000円 ／46 ／204頁 ／並製 4-7791-2748-9
C0022 ／5月19日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●資本主義動態の理論－景気循環と構造変化
宮澤和敏・著
4500円 ／A5 ／408頁 ／上製 4-905261-48-3
C0033 ／5月20日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●重度障害者が国会の扉をひらく！
－木村英子・舩後靖彦の議会参加をめぐって
上保晃平・著, 堀利和・監修
1700円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7845-2414-3
C0030 ／5月3日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●医・食・農は微生物が支える
－腸内細菌の働きと自然農業の教え
幕内秀夫、姫野祐子・著

1600円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-88340-349-3
C0077 ／5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  6月号  604号
－特集：現代人に足りない「そしゃく」よく噛
む食生活で丈夫で賢い子ども・高齢者に
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7144-6
C0036 ／5月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●アグリビジネスと現代社会
冬木勝仁、岩佐和幸、関根佳恵・編
3000円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-8119-0596-9
C3033 ／5月14日
●世界食紀行－マンハッタンからボルネオまで
下渡敏治・著
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-8119-0599-0
C0026 ／5月17日
●学校一斉休校は正しかったのか？
－検証・新型コロナと教育, 持続可能な社会の
ための環境教育シリーズ9
水谷哲也、朝岡幸彦・編著,
阿部治、朝岡幸彦・監修
1800円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-8119-0600-4
C3037 ／5月17日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●教育勅語の社会史, 副田義也社会学作品集
副田義也・著
5800円 ／A5 ／430頁 ／並製 4-7989-1663-7
C3336 ／5月7日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●鹿児島民俗ごよみ
南日本新聞社・編
1800円 ／46 ／259頁 ／並製 4-86124-447-6
C0039 ／5月下旬

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru
●アメリカの教室に入ってみた－貧困地区の公
立学校から超インクルーシブ教育まで
赤木和重・編著, 富田直樹・DVD監督
5000円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-89464-278-6
C3037 ／5月10日

▼ポラーノ出版／042-860-2029
mail@polanopublishing.com
https://polano-shuppan.com
●書いて・きいて・深める－信頼関係を築くコ
ミュニケーショントレーニング101
山田雅子・著
1600円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-908765-29-2
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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5月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「5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

【2021年2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／03-3234-2609
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊  数学教室６月号（No.828）
－特集／私、失敗しないので？②
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-061-9 ／5月7日
●隔月刊  社会保障  初夏号（No.496）
－特集／コロナ禍と地方自治
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-496-2
C3036 ／5月10日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●名曲200でわかるロックの歴史と精神
－ALL TIME GREATS ROCK AGE
三宅はるお・著
2700円 ／46 ／548頁 ／並製 4-86598-087-5
C0073 ／5月25日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●自立生活楽し！！－知的障害があっても地域
で生きる  親・介助者・支援者の立場から
佐々木和子、廣川淳平・編著
1400円 ／A5 ／134頁 ／並製 4-7592-6126-4
C0036 ／5月20日

▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●なるほどグリーン関数
村上雅人・著
2800円 ／A5 ／270頁 ／上製 4-87525-354-9
C3042 ／5月20日

▼吉夏社／03-3239-5941
kikka@plum.plala.or.jp
http://www8.plala.or.jp/kikkasha
●高田博厚＝ロマン・ロラン往復書簡
－回想録『分水嶺』補遺
高田博厚、ロマン・ロラン・著, 高橋純・編訳
2600円 ／46 ／288頁 ／上製 4-907758-26-4
C0095 ／5月31日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●広島藩, シリーズ藩物語
久下実・著



C0036 ／5月13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 2021年春季号No.119
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1888-1
C0336 ／5月10日
●悠久の詩  遥かなる旅
山本なぎさ・著
1364円 ／B5 ／224頁 ／並製 4-7807-1998-7
C0095 ／5月19日
●さくぶんめいじん【しょうがく一、二年生】
田中定幸、今井成司、榎本豊・著
2000円 ／A5 ／200頁 ／上製 4-7807-1999-4
C3037 ／5月19日
●理科教室  2021年6月号（No.798）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1562-0
C0340 ／5月20日
●日本の科学者6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 4-7807-2055-6
C0336 ／5月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●放射線被曝の隠蔽と科学
矢ヶ﨑克馬・著
3200円 ／A5 ／284頁 ／上製 4-8461-2109-9
C0036 ／5月2日
●ピース・アルマナック2021
－核兵器と戦争のない地球へ
ピースデポ・アルマナック刊行委員会・編著
2300円 ／B5 ／262頁 ／並製 4-8461-2111-2
C0036 ／5月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●マクシミリアン・エレールの冒険,
論創海外ミステリ265
アンリ・コーヴァン・著, 清水健・訳
2200円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8460-2018-7
C0097 ／5月23日
●堺利彦と葉山嘉樹
－無産政党の社会運動と文化運動
小正路淑泰・著
5000円 ／A5 ／472頁 ／上製 4-8460-1615-9
C0036 ／5月23日
●私の吉本隆明
小形烈・著
1500円 ／46 ／148頁 ／上製 4-8460-2050-7
C0095 ／5月23日
●物語  小野小町の誕生
大塚英子・著
2600円 ／46 ／300頁 ／上製 4-8460-2052-1
C0000 ／5月23日
●新選  林芙美子童話集 第1巻
林芙美子・著, 廣畑研二・編
2000円 ／46 ／208頁 ／上製 4-8460-1992-1
C8093 ／5月23日

●オールド・アンの囁き, 論創海外ミステリ266
ナイオ・マーシュ・著, 金井美子・訳
3000円 ／46 ／360頁 ／並製 4-8460-2017-0
C0097 ／5月23日
●ピルグリム21世紀版／ハルシオン・デイズ
2020, パンデミック・バージョン
鴻上尚史・著
2200円 ／46 ／404頁 ／上製 4-8460-2059-0
C0074 ／5月28日
●韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2021 
室井昌也・著
1550円 ／B6 ／176頁 ／並製 4-8460-2053-8
C0075 ／5月31日

─4月に出た本

▼あけび書房／03-3234-2609
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●ストップ‼  国政の私物化
－森友･加計、桜、学術会議の疑惑を究明する
上脇博之、阪口徳雄、前川喜平、小野寺義象、
石戸谷豊、岡田正則、松宮孝明・著
1600円 ／46 ／216頁 ／並製 4-87154-188-6
C3036 ／4月6日
●月刊  数学教室5月号（No.827）
－特集／私、失敗しないので？①
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-051-0 ／4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
●私たちはこうしてゼロから挑戦した
－在日中国人14 人の成功物語
趙海成・著, 小林さゆり・訳
1800円 ／46 ／372頁 ／並製 4-86598-088-2
C0034 ／4月26日
●近畿日本鉄道沿線アルバム  一般車両編
－昭和～平成
牧野和人・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-870-3
C0026 ／4月27日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●屠畜のお仕事, シリーズお仕事探検隊
栃木裕・著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7592-5040-4 
C8395 ／4月12日
●アドボカシーってなに？
－施設訪問アドボカシーのはじめかた
栄留里美、鳥海直美、堀正嗣、吉池毅志・著
1400円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7592-6796-9
C0036 ／4月12日
●グーチョキパーのうた
趙博・文, 長谷川義史・絵
1500円 ／B5 ／32頁 ／上製 4-7592-2279-1 
C8795 ／4月12日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●司法はこれでいいのか。
－裁判官任官拒否・修習生罷免から50年
23期・弁護士ネットワーク・著
2000円 ／46 ／368頁 ／並製 4-7684-5897-6
C0036 ／4月5日
●芸能の原郷 漂泊の幻郷, 朝倉喬司芸能論集成

『朝倉喬司芸能論集成』編集委員会・編
12000円 ／A5 ／944頁 ／上製
4-7684-5891-4  C0076 ／4月6日
●作家という生き方－評伝  高橋克彦
道又力・著
1700円 ／46 ／248頁 ／上製 4-7684-5898-3
C0095 ／4月16日
●「困難事例」を解きほぐす－多職種・多機関
の連携に向けた全方位型アセスメント
伊藤健次、竹端寛、土屋幸己・著
2200円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7684-3586-1
C0036 ／4月16日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●地球環境博士になれるピクチャーブック②
－温室効果ガスを減らして地球温暖化・気候変動
を防ぐ  第2巻
ハンナ・ウィルソン・著, 片神貴子・訳
2500円 ／B5変 ／64頁 ／並製
4-7726-1442-9  C8637 ／4月1日
●地球環境博士になれるピクチャーブック③
－野生生物の生息地を守り絶滅の危機から救う   
第3巻
カミラ・ド・ラ・ベドワイエール・著,
片神貴子・訳
2500円 ／B5変 ／64頁 ／並製
4-7726-1443-6  C8637 ／4月1日
●やさしい英語でSDGs！－地球の課題（Global 
issues）を英語で学び、未来を語ろう！
本間正人、山本ミッシェールのぞみ・著
1800円 ／B5 ／120頁 ／並製 4-7726-1450-4
C6082 ／4月6日
●みんなの津波避難22のルール
－3つのSで生き残れ！
永野海・著
2200円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-7726-1455-9
C0037 ／4月8日
●不登校に陥る子どもたち－「思春期のつまず
き」から抜け出すためのプロセス 
成重竜一郎・著
1500円 ／46 ／176頁 ／並製 4-7726-1454-2
C0037 ／4月14日
●今日から使える！  特別支援iPad活用法
内田義人・著
2200円 ／B5 ／144頁 ／並製 4-7726-1452-8
C0037 ／4月15日
●あしたへつなぐおいしい東北
－古今東北のチャレンジ
西村一郎・著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7726-1456-6
C0036 ／4月19日
●奨学金まるわかり読本2021
－借り方・返し方・活かし方 徹底アドバイス 
久米忠史・著
1500円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7726-1461-0
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C0037 ／4月19日

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●コロナ危機と未来の選択－パンデミック・格
差・気候危機への市民社会の提言
アジア太平洋資料センター・編, 藤原辰史、斎
藤幸平、内田聖子、大江正章ほか・著
1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-86187-169-6
C0030 ／4月28日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●息吹よふたたび－アイヌの人と共に
富樫利一・著
2500円 ／46 ／184頁 ／上製 4-7791-2716-8
C0021 ／4月5日
●もの言える老人のための条件
－老年書生の境地
原田國夫・著
1800円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7791-2749-6
C0095 ／4月5日
●周縁に目を凝らす
－マイノリティの言語・記憶・生の実践
広島市立大学国際学部 多文化共生プログラム・
編著
3500円 ／46 ／424頁 ／並製 4-7791-2738-0
C0036 ／4月7日
●本当の自分を取り戻し、本当の幸せを手に入
れる－魂を成長させ、魂のお役目を果たすために
眞證、慈敬・著
1500円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7791-2740-3
C0030 ／4月7日
●周縁に目を凝らす
－マイノリティの言語・記憶・生の実践
広島市立大学国際学部多文化共生プログラム・編
3500円 ／46 ／424頁 ／並製 4-7791-2738-0
C0036 ／4月7日
●グローバル・スタディーズの挑戦
－クリティカルに、ラディカルに
足羽與志子、ジョナサン・ルイス・編著
2500円 ／46 ／336頁 ／並製 4-7791-2751-9
C0036 ／4月20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1号
－少子化と現代資本主義
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／132頁 ／並製 4-905261-53-7
C3033 ／4月20日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●時務の研究者  姜徳相
－在日として日本の植民地史を考える
姜徳相聞き書き刊行委員会・編
2200円 ／46 ／271頁 ／並製 4-380-21000-6
C0036 ／4月26日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●万人が使える科学の新定義
荒木弘文・著
1200円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7845-1876-0
C0030 ／4月1日
●新版  家族・私的所有・国家の社会哲学
－マルクス理論の臨界点
青木孝平・著
2700円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7845-1875-3
C0030 ／4月1日
●櫛田民蔵  マルクス探求の生涯
石河康国・著
2500円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-7845-1877-7
C0030 ／4月1日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●食料・農業の深層と針路
－グローバル化の脅威・教訓から
鈴木宣弘・著
1800円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-88340-348-6
C0061 ／4月22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  603号
－特集1：GIGAスクール構想 児童生徒への電磁
波の健康影響と問題点, 特集2：世界のアニマル
ウェルフェアから大きく後れをとる日本
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7143-9
C0036 ／4月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●地域貢献の小水力発電
－協調型寡占の打破・コスト下げとともに
堀口健治・著
750円 ／A5 ／64頁 ／並製 4-8119-0594-5
C0036 ／4月13日
●フードシステム
藤島廣二、伊藤雅之、矢野泉、木村彰利、寺野
梨香・著
2500円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-8119-0597-6
C3033 ／4月20日
●農民家族経営と「将来性のある農業」
村田武・著
1500円 ／46 ／128頁 ／並製 4-8119-0598-3
C3061 ／4月20日
●農業経営多角化を担う女性たち
－北ドイツの調査から
市田知子、澤野久美・著
750円 ／A5 ／70頁 ／並製 4-8119-0595-4
C0036 ／4月23日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●現代ロシアの教育改革
－伝統と革新の〈光〉を求めて

ロシア・ソビエト教育研究会、嶺井明子、岩﨑
正吾、澤野由紀子、タスタンベコワ・クアニシ 
・編著
3600円 ／A5 ／432頁 ／上製 4-7989-1678-1
C3037 ／4月1日
●戯曲  母をなくして
松永澄夫・著
1800円 ／46 ／144頁 ／上製 4-7989-1697-2
C0095 ／4月5日
●イギリスの美、日本の美
－ラファエル前派と漱石、ビアズリーと北斎
河村錠一郎・著
2600円 ／菊 ／232頁 ／上製 4-7989-1691-0
C3070 ／4月10日

▼南々社／082-261-8647	
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com
●コロナ下の奇跡－自衛隊中央病院 衝撃の記録
石高健次・著
1500円 ／46 ／238頁 ／並製 4-86489-128-8
C0095 ／4月25日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●ミカンコミバエ、ウリミバエ
－奄美群島の侵入から根絶までの記録
田中章・著
3800円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-86124-445-2
C0045 ／4月20日
●博物館が語る奄美の自然・歴史・文化
－奄美市立奄美博物館公式ガイドブック　
奄美市立博物館・編,
久伸博、高梨修、山下和、平城達哉・著
1800円 ／A5 ／283頁 ／並製 4-86124-446-9
C0026 ／4月30日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru
●子ども家庭支援の心理学－子どもの未来を支
える家庭支援のあり方を探る
常田美穗ほか・編著
2200円 ／B5 ／208頁 ／並製 4-89464-276-8
C3037 ／4月1日
●保育・幼児教育の戦後改革
加藤繁美・著
7000円 ／A5 ／416頁 ／並製 4-89464-279-4
C3037 ／4月20日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●インド・ヒマラヤ
日本山岳会東海支部・編
15000円 ／46 ／734頁 ／上製
4-8331-5384-3  C0025 ／4月1日
●古文書・古絵図で読む木曽三川流域
石川寛・編著
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-8331-0196-7
C0025 ／4月1日
●中津川労音－全日本フォークジャンボリーと
1960年代地域文化の足跡
東谷護・編著
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3200円 ／B5 ／352頁 ／上製 4-8331-1563-6
C0036 ／4月14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［2021年度］
－Emergency Care for Sports Injury
橋本実・著
1091円 ／B5 ／42頁 ／並製 4-908765-26-1
C3047 ／4月28日
●スポーツ医学A 講義ノート［2021年度］
－Sports Medicine A
橋本実・著
1091円 ／B5 ／46頁 ／並製 4-908765-27-8
C3047 ／4月28日
●スポーツ医学概論講義ノート［2021年度］
－Introduction to Sports Medicine
橋本実・著
1091円 ／B5 ／46頁 ／並製 4-908765-28-5
C3047 ／4月28日

▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●続・南紀州  向かい風
祥賀谷悠・著
2000円 ／A5 ／320頁 ／上製 4-7807-1995-6
C0093 ／4月9日
●栃尾郷の虹
玄間太郎・著
1500円 ／46 ／216頁 ／上製 4-7807-1994-9
C0093 ／4月9日
●21世紀の変革思想へ向けて
－環境・農・デジタルの視点から
尾関周二・著
2728円 ／46 ／376頁 ／並製 4-7807-1993-2
C0030 ／4月20日
●画文集  孫の所望
白武留康・文, 中村ちひろ・画
1091円 ／46 ／120頁 ／並製 4-7807-1996-3
C0095 ／4月15日
●作文と教育  2021年4・5月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1742-6
C0337 ／4月10日
●理科教室  2021年5月号（No.797）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1561-3
C0340 ／4月20日

●日本の科学者5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 4-7807-2054-0
C0336 ／4月20日
●六ヶ所村  核燃料サイクルの今
小山内孝・著
1818円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7807-1997-0
C0036 ／4月26日

▼唯学書房／03-6801-6210
yuigaku@atlas.plala.or.jp
https://www.yuigakushobo.com
●困ったら迷わず活用 さあ、生活保護を受けま
しょう！
外場あたる・著
1200円 ／46 ／160頁 ／並製 4-908407-33-8
C0036 ／4月15日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●リニアが壊す南アルプス
－エコパークはどうなる

「ストップ・リニア！ 訴訟」原告団 南アルプス
調査委員会・編著
900円 ／46 ／116頁 ／並製 4-8461-2107-5
C0036 ／4月2日
●憲法を生きる人びと
田中伸尚・著
2400円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8461-2108-2
C0036 ／4月16日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●韓国－ことばと文化
延恩株・著
2000円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8460-2004-0
C0036 ／4月1日
●中島河太郎著作集  下巻 
中島河太郎・著, 中嶋淑人・編
6000円 ／A5変 ／744頁 ／上製
4-8460-1884-9  C0095 ／4月2日
●スペイン学  第23号
京都セルバンテス懇話会・編
2200円 ／A5 ／196頁 ／並製 4-8460-2044-6
C3398 ／4月2日
●よくわかる！ 日本語能力試験N1合格テキス
ト  漢字

一般社団法人留学生就職サポート協会・監修,
渡部聡子・著
1400円 ／B5 ／132頁 ／並製 4-8460-2031-6
C0081 ／4月10日
●アラハチ（八〇歳）、負けてたまるか！
－健康寿命延長への処方箋
入江健二・著
1300円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-8460-2043-9
C0047 ／4月10日
●宮澤賢治  浅草オペラ・ジャズ・レヴューの時代
菊池清麿・著
3800円 ／A5 ／314頁 ／上製 4-8460-2010-1
C0095 ／4月10日
●ヘッダ・ガブラー,
近代古典劇翻訳〈注釈付〉シリーズ002
ヘンリック・イプセン・著, 毛利三彌・訳
1500円 ／46 ／216頁 ／並製 4-8460-2039-2
C0074 ／4月10日
●オオカミ県
多和田葉子・著, 溝上幾久子・イラスト
2000円 ／A4変 ／40頁 ／上製 4-8460-1972-3
C0793 ／4月11日
●〈羽根ペン〉倶楽部の奇妙な事件,
論創海外ミステリ263
アメリア・レイノルズ・ロング・著,
赤星美樹・訳
2200円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8460-1979-2
C0097 ／4月11日
●西部邁－「非行保守」の思想家
渡辺望・著
2400円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1614-2
C0036 ／4月11日
●画家たちのパートナー－その愛と葛藤
千足伸行・著
2400円 ／46 ／352頁 ／上製 4-8460-1999-0
C0071 ／4月12日
●正直者ディーラーの秘密, 論創海外ミステリ264
フランク・グルーバー・著, 松尾恭子・訳
2000円 ／46 ／208頁 ／上製 4-8460-2023-1 
C0097 ／4月28日
●クルドの夢 ペルーの家－日本に暮らす難民・
移民と入管制度, 論創ノンフィクション11
乾英理子・著
1800円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-2022-4
C0036 ／4月28日
●サンソン－ルイ16世の首を刎ねた男
中島かずき／脚本, 安達正勝・原作
1500円 ／46 ／144頁 ／並製 4-8460-2048-4
C0074 ／4月29日
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