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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

　周知のとおり、昨年５月、図書館資料

の一部分を権利者の許諾なく公衆送信で

きるようにする「図書館等公衆送信制度」

を創設する「著作権法の一部を改正する

法律案」（以下、改正案）が可決された（施

行は、2023年４月）。

　当時は、国会での審議内容を十分フォ

ローできていなかったので、最近、あら

ためて国会の審議録を読んだ。というの

は、法案説明資料を読んだときから、不

思議に思っていたことがあったからであ

る。

　それは、図書館等公衆送信制度では「補

償金」を権利者に支払うことになってい

るが、誰がその補償金を負担するかであ

る。法案説明資料によると、図書館が負

担するのではなく、公衆通信を利用する

側、すなわち図書館利用者である。利益

者負担という原則から考えれば、当然の

ことに思える。しかし、それでよいので

あろうか。

　従来、図書館利用者は、図書館に複写

費用の実費を支払って図書館資料の複写

物を受け取ってきた。図書館利用者の立

場に立てば、データ送信する行為は複写

物の伝達手段にすぎないと考えられる（著

作権法上、本を借りる行為とその複製問

題は別であることは横に置く）。補償額

が大きくなれば、図書館利用者の負担は

当然大きくなる。

　この点、審議過程でどのような質疑応

答がなされるか注目して、審議録を読ん

だ。

　委員から補償金は誰が負担するかにつ

いて問われて、政府の参考人である矢野

和彦文化庁次長が答弁している。

　補償金の支払い義務者は、著作物の送

信主体である図書館等の設置者だと前置

きして「補償金負担は、基本的に、送信

サービスの受益者である図書館の利用者

に御負担いただくことを想定しておりま

す。御指摘の図書館法の公立図書館の無

料公開の原則との関係について申し上げ

れば、図書館の基本的なサービスは図書

館資料の閲覧、貸出しであって、これに

ついては無料ということが維持される一

方、今回の改正によるメール送信につき

ましては、あくまでも付加的なサービス

であること、当該送信に係る補償金は、

現行の図書館資料のコピー、郵送サービ

スにおける印刷代、郵送代と同様、実費

として捉えられるということなどから、

特段の問題は生じないものと考えており

ます」（５月 14 日衆議院・文部科学委

委員会議事録発言番号060）。

　はっきりと図書館利用者の負担である

と答弁している。ここでは、「付加的なサー

ビス」としているが、これでいいのか。

もやもやしたものが残った。この問題を

考えるにあたって、「補償金」の性格か

ら検討しなければならないと思い、いく

つか著作権関係の文献を読んだ。そのと

き、「補償金」について、かつて議論となっ

たことがあったことをはじめて知った。

　「図書館 = 無料貸本屋」論が出版社側

から沸き起こった2000年代の初めのこ

ろである。公共図書館での書籍の無料貸

出しが、出版市場にマイナスの影響を与

えているとの意見が権利者や出版者から

強くあったため、文化庁が動き出し、そ

れに対処するために公共貸与権（「公共

貸出権」や「公貸権」ともいわれている）

が議論された。

　文化審議会著作権分科会国際小委員会

（第２回）に提出された「公共貸与権に

関する事務局説明資料」（2021 年１月

21日、文化庁著作権課）によると、「現

在我が国においては書籍等に関する公共

貸与権制度は導入されていないが、平成

15〔2003〕年文化審議会著作権分科会

において審議されている」と前置きして、

現行の著作権法では、「映画の著作物」

の非営利・無料の貸与については図書館

等が補償金を支払うこととされている（著

作権法第 38 条第５項）が、一般の書籍

等の映画以外の著作物については補償金

の制度はない、と解説している。

　そして、著作権法 38 条５項に規定さ

れているような非営利・無料の貸与に係

る補償金制度を将来「書籍等」に拡大す

ることによって対応するという方向性そ

のものに関しては、図書館の増加、図書

館における貸出数の増加等により、本の

購入が図書館から貸出により代替される

傾向が強まり、著作権者の利益に対する

損害が大きくなっていることを理由とし

て、同審議会法制問題小委員会において

基本的に反対はなかった、という。しか

し、権利者側・図書館側双方に、具体的

な補償金制度等の在り方について協力し

て検討したいという意向があることから、

当面その検討を見守り、そこでの結論を

まって必要な法改正を具体的に定めたい、

としている。

　この公共貸与権制度は、イギリスや

EU 諸国において採用されている。多く

の国では、補償金は国や地方自治体が負

担する（詳しくは、南亮一「動向レビュー

：公共貸与権をめぐる国際動向」

https://current.ndl.go.jp/ca1579）。

　なぜか、公共貸与権制度の議論は、

2005年の日本文藝家協会など文芸作家

関係５団体の「図書館の今後についての

共同声明」発表以降、低調である。著作

権審議会での議論にも特に進展が見られ

ない。

　この機会に、補償金とは何か、それを

誰が負担すべきか、今回改正があった図

書館等公衆送信制度と図書館の無料貸出

制度との違いなど、公共貸与権制度につ

いての議論を深めてはどうであろうか。

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
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●ぼくはロヒンギャ難民。
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小峯茂嗣・著
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C0036 ／3月4日
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いる子ども視点の対応策
山本登志哉、渡辺忠温・編著
2400円 ／B5 ／156頁 ／並製 4-7726-1488-7
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イド―不器用さのある子の「できた！」が増え
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中井昭夫・著
2600円 ／B5 ／228頁 ／並製 4-7726-1477-1
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C0036 ／3月上旬
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●「花の波動」で幸せな人生を手に入れる
YOKOKO・著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2802-8
C0030 ／3月1日
●Harriet Beecher Stowe and Antislavery 
Literature
Keiko Noguchi・著
5000円 ／A5 ／344頁 ／上製 4-7791-2812-7
C0098 ／3月7日
●国を越えて  アジアの芸術
高橋宏幸・編著
3500円 ／46 ／336頁 ／並製 4-7791-2803-5
C0074 ／3月14日
●ユニオンズ戦記
川島卓也・著
350円 ／46 ／508頁 ／並製 4-7791-2788-5
C0075 ／3月14日
●戦争・革命・テロの連鎖
川上泰徳・著
2200円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2817-2
C0031 ／3月17日
●超実践！ 勝ち続けるための逆張りデイトレー
ド（仮）
Rょーへー・著
1500円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2813-4
C0033 ／3月24日
●地域で社会のつながりをつくり直す  社会的
連帯経済
藤井敦史・編著
2500円 ／A5 ／312頁 ／並製 4-7791-2798-4 
C0036 ／3月24日
●現代アメリカ社会のレイシズム
―ユダヤ人と非ユダヤ人の確執・協力
広瀬佳司、伊達雅彦・編著
3000円 ／46 ／288頁 ／上製 4-7791-2815-8
C0098 ／3月25日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●『ドイツ・イデオロギー』の研究
―初期マルクスのオリジナリティー
渡辺憲正・著
3200円 ／A5 ／242頁 ／上製 4-905261-50-6
C3010 ／3月25日
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る本」のリストです。
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南方新社

【は】
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【ら】
緑風出版
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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

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室  4月号（No.838）
―この授業プランで一学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-042-8 ／3月7日
●体内時計にも個体差があります
―良いケアのために
琴天音・著
1600円 ／46 ／212頁 ／並製 4-87154-203-3
C2047 ／3月3日
●科学リテラシーを磨くための７つの話
―新型コロナからがん、放射線まで
一ノ瀬正樹、児玉一八、小波秀雄、髙野徹、高
橋久仁子、ナカイサヤカ、名取宏・著
1800円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-87154-204-3
C3040 ／3月3日
●「ナルシシズム」から考える日本の近代と現在
堀有伸・著
1400円 ／46 ／156頁 ／並製 4-87154-205-0
C3036 ／3月3日
●維新政治の本質
―組織化されたポピュリズムの虚像と実像
冨田宏治・著
1600円 ／46 ／204頁 ／並製 4-87154-206-7
C3031 ／3月3日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●阪和線、紀勢本線―1960～90年代の思い出
アルバム
辻良樹・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-881-9
C0026 ／3月29日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●近代の部落問題, 講座 近現代日本の部落問題1
朝治武、黒川みどり、内田龍史・編
6000円 ／A5 ／550頁 ／上製 4-7592-4130-3
C0036 ／3月7日
●戦時・戦後の部落問題, 講座 近現代日本の部
落問題2
朝治武、黒川みどり、内田龍史・編
6000円 ／A5 ／546頁 ／上製 4-7592-4129-7
C0036 ／3月7日
●現代の部落問題, 講座 近現代日本の部落問題3
朝治武、黒川みどり、内田龍史・編
6000円 ／A5 ／550頁 ／上製 4-7592-4130-3
C0036 ／3月7日



▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●在日朝鮮人を生きる―〈祖国〉〈民族〉そして
日本社会の眼差しの中で
山本 かほり・著
2800円 ／46 ／336頁 ／並製 4-380-22001-2
C0036 ／3月下旬

▼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
●一流サンプル職人が教える 最高級ブランド
バッグの仕立て技術
池田耕平（Atelier K.I.）・監修, 富田慎治・編
3500円 ／B5 ／280頁 ／並製 4-88393-899-5
C2077 ／3月2日
●はたらくくるま  あいうえおずかん
スタジオタッククリエイティブ・編
1800円 ／A4変 ／104頁 ／並製
4-88393-964-0  C8653 ／3月8日
●モクテル＆ローアルコールカクテル
いしかわ あさこ・著, スタジオタッククリエイ
ティブ・編
2700円 ／A5 ／336頁 ／並製 4-88393-966-4
C2077 ／3月15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 4月号 614号
―特集：残留農薬のゆるい基準といのちを守る
「予防原則」
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7154-5
C0036 ／3月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●産直と地産地消の地平を拓く
野見山敏雄・著
1200円 ／A5 ／110頁 ／並製 4-8119-0620-1
C3033 ／3月14日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●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  ／3月1日
●高等女学校における良妻賢母教育の成立と展開
―教育理念・修身教科書・学校生活の総合的研究
姜華・著
5200円 ／A5 ／352頁 ／上製 4-7989-1745-0
C3037 ／3月7日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●曙の獅子―薩南維新秘録  薩英戦争編
桐野作人・著
2000円 ／A5 ／212頁 ／並製 4-86124-463-6

C0021 ／3月上旬
●曙の獅子―薩南維新秘録  大政奉還編
桐野作人・著
0000円 ／A5 ／210頁 ／並製 4-86124-464-3
C0021 ／3月上旬

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●本当に、マルクスは書いたのか、エンゲルス
は見落としたのか―不破哲三氏の論考「再生産
論と恐慌」の批判的検討
川上則道・著
2273円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-7807-1839-3
C0033 ／3月10日
●日本の科学者4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 4-7807-2065-5
C0336 ／3月20日
●理科教室 2022年4月号（No.808）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1572-9
C0340 ／3月20日
●労働総研クォータリー 2021年秋季号No.121
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1890-4
C0336 ／3月25日
●産官学民コラボレーションによる環境創出
日本環境学会幹事会・編著
1000円 ／A5 ／並製 4-7807-1841-6
C0036 ／3月下旬
●ヴォー・グエン・ザップ将軍とベトナム近現
代史
菊池誠一・著
1091円 ／B6変 ／216頁 ／並製
4-7807-1840-9  C0022 ／3月下旬

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●現代東南アジアにおけるラーマーヤナ演劇
福岡まどか・編著, 青山亨、平松秀樹・著
2700円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-8396-0330-4
C0074 ／3月18日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●LGBTヒストリー―そうだったのか、現代日
本の性的マイノリティー
永易至文・著
2000円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8461-2203-4
C0036 ／3月7日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●殺人は自策で, 論創海外ミステリ279
レックス・スタウト・著, 鬼頭玲子・訳
2400円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8460-2127-6
C0097 ／3月1日
●アンリ・ベルクソンの神秘主義
平賀裕貴・著
2800円 ／A5 ／320頁 ／上製 4-8460-2139-9

C0010 ／3月7日
●花嫁のアメリカ［完全版］, 論創ノンフィク
ション19
江成常夫・著
3600円 ／46 ／654頁 ／並製 4-8460-2098-9
C0036 ／3月8日
●子どもを育む木製玩具のデザイン論, 桜美林
大学叢書9
林秀紀・著
2200円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-8460-2081-1
C3072 ／3月11日
●〈反日種族主義〉の噓を暴く
保坂祐二・著
2200円 ／46 ／328頁 ／並製 4-8460-2155-9
C0021 ／3月11日
●舞踏馬鹿―土方巽の言葉とともに
正朔・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-2138-2
C0073 ／3月14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
森達也・著
2000円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-8460-2102-3
C0036 ／3月22日
●神州無頼街, K.Nakashima selection37
中島かずき・著
1800円 ／46 ／220頁 ／上製 4-8460-2154-2 
C0074 ／3月22日
●ワークショップでつくる異文化間教育, 桜美
林大学叢書10―ホンモノが生み出す学びの意義
と可能性
石塚美枝・監修, 岩本貴永、清水貴恵・著
3000円 ／A5変 ／256頁 ／並製
4-8460-2082-8  C0037 ／3月23日
●観察  説話  昔ばなし
喜多哲正・著
1800円 ／A5 ／200頁 ／上製 4-8460-2146-7
C0093 ／3月23日
●ロングライフウェルネス
―ジェロントロジーの理論と実践
永野聡、劉慶紅、三上己紀・編
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-2148-1
C0036 ／3月31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 ／3月31日
●線上に架ける橋, 論創ノンフィクション21　
―CDBのオンライン芸能時評2019-2021 
CDB・著
2000円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-8460-2122-1
C0036 ／3月31日

─2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  3月号（No.837）―脱線を楽
しむ授業③
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-032-9／2月7日

3月に出る本／出版協BOOKS

03—新刊選2203／113号（通巻337号）



●農村医療から世界を診る―良いケアのために
色平哲郎・著
2200円 ／46 ／378頁 ／並製 4-87154-202-9
C3036 ／2月1日

▼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京王帝都電鉄―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 4-86598-880-2
C0026 ／2月28日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●テクノロジーと差別
宮下萌・編著, 明戸隆浩、石川優実ほか・著
2400円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7592-6801-0
C0036 ／2月10日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●生命の谺―川端康成と「特攻」
多胡吉郎・著
2700円 ／46 ／344頁 ／上製 4-7684-5916-4
C0095 ／2月18日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●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 ／2月21日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●国家と実存―「ユダヤ人国家」の彼方へ
立川健二・著
3000円 ／46 ／312頁 ／並製 4-7791-2797-7
C0095 ／2月3日
●僕は美しいひとを食べた
チェンティグローリア公爵・著, 大野露井・訳
2400円 ／46 ／280頁 ／上製 4-7791-2784-7
C0097 ／2月3日
●ソール・ベロー  都市空間と文学
日本ソール・ベロー協会・編
3500円 ／46 ／324頁 ／上製 4-7791-2810-3
C0098 ／2月15日
●アラビアのマリア・テレジア銀貨
山﨑祐輔・著
3500円 ／46 ／396頁 ／並製 4-7791-2804-2
C0022 ／2月18日
●ブラック・ライヴズ・マター運動 誕生の歴史
バーバラ・ランスビー・著, 藤永康政・訳
3500円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7791-2785-4
C0022 ／2月18日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com

http://31shobo.com
●エルフリーデの十字架
神居卓・著
1800円 ／46 ／192頁 ／上製 4-380-22000-5
C0093 ／2月28日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●現代に生きるマルクス―思想の限界と超克を
ヘーゲルの発展から考える
中井浩一・著
2700円 ／A5 ／292頁 ／並製 4-7845-1887-6
C0030 ／2月7日
●フレイザー金枝篇のオントロギー
―文明を支える原初性
石塚正英・著
3400円 ／A5 ／436頁 ／上製 4-7845-1886-9
C0030 ／2月7日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●のんちゃんのよっつのきせつ
野末信子・原作, 森島いずみ・文, 森島つき・絵
1400円 ／B5 ／40頁 ／上製 4-88340-354-7
C8793 ／2月17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 3月号 613号
―特集：和風レシピでも十分カルシウムとれま
す、原発事故11年目 命と暮らしはいま
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7153-8
C0036 ／2月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●日本農業5.0
玉真之介・著
1500円 ／46 ／136頁 ／並製 4-8119-0613-3
C0061 ／2月10日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●想像のさまざま
松永澄夫・著
7600円 ／A5 ／872頁 ／上製 4-7989-1721-4
C3031 ／2月1日
●NPO実践マネジメント入門〔第3版〕
公益財団法人パブリックリソース財団・編
2800円 ／A5 ／312頁 ／並製 4-7989-1747-4
C3036 ／2月18日
●大学進学にともなう地域移動
―マクロ・ミクロデータによる実証研究
遠藤健・著
3600円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1749-8
C3037 ／2月24日
●インドネシアのイスラーム基礎学習の組織的
展開―学習テキストの創案と普及
中田有紀 ・著

3300円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1750-4     
C3037 ／2月24日
●原発事故避難者はどう生きてきたか
―被傷性の人類学
竹沢尚一郎・著
2800円 ／A5 ／368頁 ／並製 4-7989-1733-7
C3036 ／2月16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 ／2月20日
●鹿児島の小説・名作ガイド,
古閑章著作集 第七巻, 文学評論3
古閑章・著
2000円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-86124-461-2
C0093 ／2月20日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●諺から学ぶ日本語と中国語
菫紅俊・監修
1400円 ／A5 ／190頁 ／並製 4-8331-4155-0
C0087 ／2月15日
●古地図で楽しむ首里・那覇
安里進、外間政明・編著
1700円 ／A5 ／150頁 ／並製 4-8331-4297-7
C0025 ／2月28日
●キネマと白球  なごや昭和寫眞帖
長坂英生・著
1600円 ／A5 ／並製 4-8331-4295-3
C0021 ／2月28日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●八ヶ岳山麓―山小屋の愉しみ
出井得正・著
1364円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7807-1837-9
C0078 ／2月5日
●こども環境学研究 Vol.17,No.3（C.N.49）
December2021
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／100頁 ／並製 4-7807-2019-8
C3036 ／2月10日
●作文と教育  2022年2・3月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1748-8
C0337 ／2月10日
●理科教室 2022年3月号（No.807）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1571-2
C0340 ／2月20日
●日本の科学者3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 4-7807-2064-8
C0336 ／2月20日
●良の季節―『南紀州』三部作完結編
祥賀谷悠・著
1818円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7807-1838-6

3月に出る本／出版協BOOKS

04—新刊選2203／113号（通巻337号）

▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協3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3月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「3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
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

【2022年3月現在●73社】



C0093 ／2月23日
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―江戸から東京への変転の中で
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http://www.ryokufu.com
●中朝国境都市・丹東を読む
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姜柱源・著, 市村繁和・訳
2400円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8461-2202-7
C0026 ／2月7日
●コロナ収束のための処方箋
長崎大学バイオハザード予防研究会、医療ガバ
ナンス研究所・著, 上昌広・監修

2000円 ／46 ／279頁 ／並製 4-8461-2201-0
C0036 ／2月21日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●ポル・ポトの悪夢―大量虐殺はなぜ起きたの
か, 論創ノンフィクション18
井上恭介、藤下超・著
2200円 ／46 ／296頁 ／並製 4-8460-2097-2
C0036 ／2月2日
●続・最後の場所10号
菅原則生・編
1000円 ／A5 ／78頁 ／並製 4-8460-2136-8
C0095 ／2月3日
●モンゴルはどこへ行く
窪田新一・編著
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-2131-3
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●リプトン自伝
トーマス・リプトン・著, 野口結加・訳
2800円 ／46 ／332頁 ／上製 4-8460-2125-2
C0023 ／2月3日
●ヒューマニズムとフェミニズムの後に来るもの
匠雅音・著
3800円 ／46 ／376頁 ／上製 4-8460-2119-1
C0036 ／2月18日
●飛鳥高探偵小説選Ⅵ, 論創ミステリ叢書127
飛鳥高・著
3600円 ／A5 ／344頁 ／並製 4-8460-1839-9
C0093 ／2月18日
●歩いて走ってジャンプして―私が生きてきた道
松田敏子・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8460-2133-7
C0095 ／2月24日

3月に出る本／出版協BOOKS ▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協3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3月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「3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
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

【2022年3月現在●73社】

05—新刊選2203／113号（通巻337号）

▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協3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3月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「3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
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

【2022年3月現在●73社】


