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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 晴山生菜
皓星社

　2011 年６月、「群像」誌上の川上

弘美「神様 2011」に大きな衝撃を

受けました。デビュー作「神様」で

描かれた長閑な世界は、原発事故に

より、表面上は長閑なままに根本的

な変容を迫られます。今回の新型コ

ロナ禍に際し、人の考え方、生き方、

ひいては世の中全体が根底から変わ

ることを予感します。

　新型コロナウイルス感染症拡大に

より、緊急事態が宣言されて約ひと月。

当社は仕事の 95％を在宅に切り替

えて営業中です。電話とファックス

は転送し、郵便物は週１～２度確認。

不便なこともありますが、パソコン

一台あれば「ある程度のこと」は在

宅でもできてしまいます。「会社」

に固定される働き方だけが選択肢で

はないのだと、平日に手をつけるこ

とのなかった洗濯物を干しながら、

考えたりもします。

　一方で、物流や印刷現場の方達は、

在宅勤務などしようもありません。

自分にできることは外出を控えるこ

とくらいですが、自分達だけが安全

（と感じられる）場所にいることの

違和感は拭えません。

　そうはいっても、手を止めている

時間も、泣き寝入りする時間もなく、

できることをするしかありません。

出版社が直面する問題についても、

様々な取り組みが始まっています。

　営業上の問題に関して、さる４月

22 日、出版協プレゼンツ「第１回

営業困ったこと Zoom 会議」が開か

れました。計９版元 16 名が参加し、

各版元や書店の現状・対応・対策、

web を使った新しい販売方法などが

紹介・議論されました。第２回目以

降も開催が予定されていますので、

ぜひ情報交換の場としてご活用くだ

さい。

　また、4月24日には、阿久津隆氏、

内沼晋太郎氏、大高健志氏、武田俊氏、

花田菜々子氏により、全国の書店を

支えるための「Bookstore AID基金」

が立ち上げられました。４月 30 日

からクラウドファンディングサイト

「MOTION GALLERY」にて、プ

ロジェクトがスタートしています。

他にも多くの取り組みがなされてい

ることと思います。

　編集の上でも様々な問題がありま

すが、特に当社にとって大きな問題

は図書館の休館です。校了が見えて

いる本はまだ良しとして、企画中～

校正初期段階にある本は、図書館で

仕込みや調査ができなければ、今年

の秋口以降の売り上げに大きく関わ

ります。活用頻度の高い国立国会図

書館は３月５日以降（関西館と国際

子ども図書館は４月 11 日以降）無

期限で休館となり、4 月 15 日をもっ

て郵送複写のサービスも休止しました。

公共図書館もその多くが休館となっ

ています。５月３日現在でも、東京

都立中央図書館と大宅壮一文庫とが

郵送での複写を受け付けていますが、

ここに負担が集中するのは必然で、

現場の方たちの苦労と不安は察して

余りあります。

　少しでも役に立てばと、４月１日

から、当社が運営する「雑誌記事索

引データベース」を無償公開してい

ます。ざっさくプラスは、明治初期

から現在までに刊行された雑誌の目

次を一括検索できるデータベースです。

現在、大学図書館を中心とする国内

外の約 200 機関で契約されています。

契約図書館にとっては、無償公開期

間と契約期間が重なってしまうため、

これが容認されるか否かが最大の懸

念点でしたが、今のところ反対意見

等はありません。むしろ好意的に受

け止められ、契約図書館も積極的に

情報拡散に協力してくださり、有難

い限りです。

　海外に目を向ければ、各国の国立

図書館では、既に様々な対策がとら

れています。対象と期間を限定して、

著作権保護期間中のデジタルアーカ

イブを無償公開したり、商用オンラ

インデータベースを無償公開したりし、

「本」へのアクセスを担保する、何

かしらの取り組みを行っているのです。

　この問題について、出版協は４月

27 日に「ICT を活用した資料への

アクセス環境整備に関する声明」を

出しました。様々な声を吸い上げ、

多少なりともこの現状の不自由が解

消されることを願います。

　出版者の最大の関心事は「新刊と

その流通」ですが、本を作るに際し

ては図書館も古書店もよく使いますし、

図書館は一つの大きな購入先です。

社会がこのような厳しい局面にある

時には、広い意味での「本の周辺」

の問題を、業界の垣根をこえて、考

えていくことができたら……そんな

ことを夢想しながら、社員全員の感

染リスク低減に努めつつ、目の前の

仕事に、無力にも押し流されていく

日々です。

　皆様も、くれぐれもご自愛ください。

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
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▼インパクト出版会／03-3818-8676	
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●読む場所  書く時
－文芸評論集, 池田浩士コレクション9
池田浩士・著
6000円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7554-0304-0
C0395 ／5月25日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●シモーヌ（Les Simones）VOL.2, 特集：メア
リー・カサット－女性であり、画家であること
シモーヌ編集部・編
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-7684-9102-7
C0036 ／5月中旬
●「偉大なる後進国」アメリカ
菅谷洋司・著
1500円 ／46変 ／232頁 ／並製
4-7684-5879-2  C0036 ／5月中旬
●トラウマからの解放
－フォルメン線描とイメージ呼吸
田上洋子・著
1800円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-7684-5882-2
C0011 ／5月下旬

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●発達障害がある子を支える親のためのサポー
トスキル
阿部利彦・著
1500円 ／B5 ／80頁 ／並製 4-7726-1416-0
C0037 ／5月中旬
●発達協会式ソーシャルスキルが身につくカー
ド3, 身の回りのことば  なかまあつめカード
－ネットワーク語彙がどんどんひろがる！
発達協会・監修
4000円 ／B6 ／232頁 ／カード
4-7726-1418-4  C8037 ／5月中旬
●特別支援教育・自立活動で使えるアイディア
教材50
佐藤義竹・著
2000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7726-1409-2
C0037 ／5月中旬
●イラスト版  13歳からの自分でできるメンタ
ルケア－心と体をラクにする46のストレスマネ
ジメント
安川禎亮・編著
1700円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1400-9
C0037 ／5月下旬

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

http://www.sairyusha.com
●〈連載版〉マーク・トウェイン自伝
マーク・トウェイン・著, 里内克巳・訳
4500円 ／46 ／480頁 ／上製 4-7791-2676-5
C0098 ／5月11日
●［新版］ 評伝  古関裕而 
菊池清麿・著
2500円 ／46 ／444頁 ／並製 4-7791-2674-1
C0073 ／5月11日
●公共圏－市民社会再定義のために, 花田達朗
ジャーナリズムコレクション3
花田達朗・著
5000円 ／A5 ／564頁 ／並製 4-7791-2586-7
C0031 ／5月14日
●サークル・ゲーム
マーガレット・アトウッド・著, 出口菜摘・訳
2200円 ／46 ／182頁 ／上製 4-7791-2683-3
C0098 ／5月14日
●エコノミストの眼－開発の世界に埋もれて
今井正幸・著
2000円 ／A5 ／168頁 ／上製 4-7791-2687-1
C0033 ／5月14日
●そよ吹く南風にまどろむ
ミゲル・デリーベス・著, 喜多延鷹・訳
2200円 ／46 ／272頁 ／上製 4-7791-2671-0
C0097 ／5月21日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●21世紀の平和憲法－戦後の「感覚」から生ま
れた「新」平和憲法草案
川本兼・著
2300円 ／46 ／288頁 ／並製 4-380-20003-8
C0036 ／5月11日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●価値転倒の社会哲学－ド＝ブロスを基点に
石塚正英・著
2200円 ／46 ／208頁 ／上製 4-7845-1581-3
C0030 ／5月8日
●ヘーゲル哲学の読み方
－発展の立場から、自然と人間と労働を考える
中井浩一・著
2300円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7845-1871-5
C0030 ／5月8日
●もう一度…やり直しのための思索－フーコー
研究の第一人者による7つのエッセイ
マチュー・ポット＝ボンヌヴィル・著,
村上良太・訳
1300円 ／46 ／120頁 ／並製 4-7845-1870-8
C0030 ／5月8日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●オーストラリア・ニュージーランドの教育
第3版
青木麻衣子、佐藤博志・編著
2000円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7989-1578-4
C3037 ／5月7日
●危機のアメリカ「選挙デモクラシー」

－社会経済変化からトランプ現象へ
吉野孝、前嶋和弘・編著
2700円 ／A5 ／272頁 ／上製 4-7989-1634-7
C3031 ／5月21日
●都市は揺れている－五つの対話
吉原直樹、榑沼範久・編著
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7989-1636-1
C3030 ／5月21日
●米国地域社会の下位自治体の役割
前山総一郎・著
3600円 ／A5 ／並製 4-7989-1575-3
C3036 ／5月21日
●地域自治の比較社会学－日本とドイツ
山崎仁朗・著
5400円 ／A5 ／並製 4-7989-1625-5
C3036 ／5月25日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●歴史を歩くワルシャワ
2700円 ／A5 ／294頁 ／並製 4-7807-1965-9
C0022 ／5月20日
●墓仕舞い
荒川昤子・著
2600円 ／46 ／312頁 ／並製 4-7807-1967-3
C0093 ／5月30日
●理科教室  2020年6月号（No.786）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1550-7
C0340 ／5月20日
●日本の科学者6月号  vol.55
JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1360-2
C0336 ／5月20日
●労働総研クォータリー 2020年春季号No.116
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1885-0
C0336 ／5月1日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●増補改訂第2版  昆虫の図鑑
－採集と標本の作り方
福田晴夫ほか・著
3500円 ／A5 ／262頁 ／オールカラー並製
4-86124-423-0  C0645 ／5月下旬
●毒蛇ハブ－生態から対策史・文化まで、ハブ
の全てを詳説
中井穂瑞領・著
2500円 ／A5 ／173頁＋カラー口絵12頁
並製 4-86124-425-4  C0045 ／5月下旬

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●動きだした時計
－ベトナム残留日本兵とその家族
小松みゆき・著, 白石昌也、古田元夫・解説
2500円 ／46 ／320頁 ／並製 4-8396-0321-2
C0030 ／5月28日
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●これは、出版協加盟の出版社が「20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
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
共和国
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
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▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●５Gの危険性（仮）
加藤やすこ・著
1800円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8461-2008-5
C0036 ／5月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●後藤又兵衛, 立川文庫セレクション
雪花山人・著
1800円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-1914-3
C0093 ／5月14日
●シャーロック伯父さん, 論創海外ミステリ251
ヒュー・ペンティコースト・著, 熊木信太郎・訳
2200円 ／46 ／248頁 ／上製 4-8460-1906-8
C0097 ／5月14日
●パリ68年5月－叛逆と祝祭の日々
江口幹・著, 川口秀彦・解説
3000円 ／46 ／252頁 ／上製 4-8460-1934-1
C0030 ／5月14日
●メドゥーサの首－私のイタリア人文紀行
徐京植・著
2000円 ／46 ／184頁 ／上製 4-8460-1929-7
C0095 ／5月14日
●幻の探偵作家を求めて【完全版】下, 論創ミ
ステリライブラリー2
鮎川哲也・著, 日下三蔵・編
4200円 ／A5 ／504頁 ／上製 4-8460-1694-4
C0095 ／5月14日
●ヒルダ・アダムスの事件簿, 論創海外ミステ
リ249
M・R・ラインハート・著, 金井真弓・訳
2200円 ／46 ／200頁 ／上製 4-8460-1932-7
C0097 ／5月14日
●学校が子どもを殺すとき, 論創ノンフィクショ
ン1－「教える側」の質が劣化したこの社会で 
渋井哲也・著
1800円 ／46 ／246頁 ／並製 4-8460-1919-8
C0036 ／5月23日
●夜明け前－吉展ちゃん誘拐事件
高橋いさを・著
2000円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1936-5
C0074 ／5月23日
●医療小説  ドクターGの教訓【番外編】コロナ
騒動
髙橋弘憲・著
880円 ／46 ／152頁 ／並製 4-8460-1944-0
C0093 ／5月23日
●近代出版史探索Ⅱ 
小田光雄・著
6000円 ／46 ／728頁 ／上製 4-8460-1943-3
C0095 ／5月30日
●ローリング・ソング／地球防衛軍 苦情処理係
鴻上尚史・著
2200円 ／46 ／416頁 ／上製 4-8460-1945-7
C0074 ／5月30日
●バスティーユの悪魔, 論創海外ミステリ252
エミール・ガボリオ・著, 佐藤絵里・訳
2600円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1924-2
C0097 ／5月30日

─4月に出た本

▼インパクト出版会／03-3818-8676	
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●まつろわぬ者たちの祭り
－日本型祝賀資本主義批判
鵜飼哲・著
2500円 ／46 ／285頁 ／並製 4-7554-0303-3
C0036 ／4月1日
●沖縄の祈り
大城貞俊・著
1800円 ／46 ／294頁 ／並製 4-7554-3004-6
C0094 ／4月15日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●被差別部落女性の主体性形成に関する研究
熊本 理抄・著
5000円 ／A5 ／468頁 ／上製 4-7592-0122-2
C3036 ／4月15日

▼健康と良い友だち社／03-5437-1056
kenkou@k-yoitomo.jp
http://www.k-yoitomo.co.jp
●訪問看護師とケアマネジャーのための「アド
バンス・ケア・プランニング入門」
－ACP人生会議とは何か
長尾和宏・著
1200円 ／46 ／168頁 ／並製 4-902475-09-8
C0095 ／4月15日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●野垂れ死に－ある講談社・雑誌編集者の回想
元木昌彦・著
1700円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7684-5878-5
C0095 ／4月7日
●加害者家族バッシング－世間学から考える
佐藤直樹・著
1800円 ／46変 ／192頁 ／並製
4-7684-5875-4  C0036 ／4月8日
●時代おくれのいいお産－あなたと赤ちゃんに
とってのいいお産を考えてみませんか
久靖男・著
1300円 ／46変 ／132頁 ／並製
4-7684-3577-9  C0077 ／4月15日
●Passion  ケアという「しごと」
白崎朝子・著
1800円 ／46 ／192頁 ／上製 4-7684-3578-6
C0036 ／4月23日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●ばぁばがえみーだったころ
－やんばるのいなぐんぐゎ
平田恵美子・著
1500円 ／A5 ／64頁 ／上製 4-7726-1422-1 
C8095 ／4月23日

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp

●コンビニ断ち 脱スマホ－便利さはほどほどで
黒沢大陸・著
1500円 ／46 ／192頁 ／並製 4-86187-165-8
C0036 ／4月10日
●東京オリンピックの社会学
－危機と「祝祭」の2020JAPAN
阿部潔・著
2200円 ／46 ／280頁 ／並製 4-86187-166-5
C1036 ／4月25日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●季節のおくりもの－私の調心記
澁井展子・著
1800円 ／46 ／165頁 ／並製 4-7791-2665-9
C0095 ／4月3日
●LITERATURE AS THEOLOGY
－The Parable of the Prodigal Son in the 
Fiction of Elizabeth Gaskell
Tatsuhiro Ohno・著
7000円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7791-2682-6
C0098 ／4月3日
●やってみよう。水晶透視
－スクライング・リーディング力が身につく
ひあり奈央・著
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2659-8
C0011 ／4月7日
●スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン
戦争－マッキンリーと帝国への道
林義勝・著
3800円 ／A5 ／355頁 ／上製 4-7791-2663-5
C0022 ／4月7日
●女同士の絆－レズビアン文学の行方
平林美都子・編著
2500円 ／46 ／256頁 ／上製 4-7791-2675-8
C0098 ／4月7日
●入門  空間計量経済学
Ｊ. ルサージ、Ｒ.Ｋ. ペース・著,
各務和彦、和合肇・訳
5000円 ／A5 ／362頁 ／並製 4-7791-6001-1
C0033 ／4月9日
●スコットランド－ウイスキーとツーリズム
春日雅司・著
3500円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7791-2668-0
C0022 ／4月14日
●歴史のなかの人びと－出会い・喚起・共感
樋口映美・編
2200円 ／46 ／228頁 ／並製 4-7791-2666-6
C0020 ／4月14日
●プロ野球の誕生Ⅱ－リーグ元年の万華鏡
中西満貴典・著
3000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2673-4
C0075 ／4月14日
●例題で学ぶ入門経済数学［上］
E.ドウリング・著, 大住栄治、川島康男・訳
3200円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-7791-6002-8
C0033 ／4月14日
●例題で学ぶ入門経済数学［下］
E.ドウリング・著, 大住栄治、川島康男・訳
3200円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7791-6003-5
C0033 ／4月14日
●現代経済学の数学基礎［第４版］（上）
A. C. チャン、K. ウエインライト・著, 小田正
雄、高森 寛ほか・訳
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4000円 ／A5 ／496頁 ／上製 4-7791-6004-2
C0033 ／4月17日
●現代経済学の数学基礎［第４版］（下）
A. C. チャン、K. ウエインライト・著, 小田正
雄、高森 寛ほか・訳
4000円 ／A5 ／488頁 ／上製 4-7791-6005-9
C0033 ／4月17日
●グローバル・コモンズのための国際関係論
森彰夫・著
3000円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-7791-2684-0
C0031 ／4月17日
●毎日たった10分の瞑想が強い心と体をつくる 
－YOGAメソッドではじめる瞑想習慣 
スタジオ・ヨギー／マリコ・著
1500円 ／A4 ／96頁 ／並製 4-7791-2660-4
C0030 ／4月20日
●ひきこもりのライフストーリー
保坂渉・著
1800円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-7107-9
C0336 ／4月20日
●ホハレ峠
－ダムに沈んだ徳山村  百年の軌跡
大西暢夫・著
1900円 ／46 ／271頁 ／並製 4-7791-2643-7
C0036 ／4月20日
●紀行  ダートムアに雪の降る
立野正裕・著
3500円 ／46 ／396頁 ／並製 4-7791-2677-2
C0022 ／4月22日
●二番草
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
3000円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2680-2
C0097 ／4月28日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●なるほどマル経
－時の流れを読む経済学
鳥居伸好・著
1700円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-905261-45-2
C0033 ／4月15日
●季刊・経済理論  第57巻  第1号
特集＝資本主義のオルタナティブ：資本主義の
限界と政治経済学の課題
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-905261-96-4
C3033 ／4月20日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●「自分時間」を生きる
－在日の女と家族と仕事
朴和美・著
2300円 ／46 ／320頁 ／並製 4-380-20002-1
C0036 ／4月24日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●宝塚の21世紀－演出家とスターが描く舞台
井上理惠、鈴木国男、関谷由美子・著
3800円 ／A5 ／344頁 ／並製 4-7845-1145-7
C0030 ／4月8日

●音楽文化  戦時・戦後
－ナショナリズムとデモクラシーの学校教育
河口道朗・著
2500円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7845-1748-0
C0030 ／4月8日

▼創森社／03-5228-2410	
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●図解  よくわかるナシ栽培
－品種・管理作業・整枝剪定
川瀬信三・著
2000円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-88340-340-0
C0061 ／4月22日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●果樹産地の再編と農協
板橋衛・著
3000円 ／A5 ／220頁 ／上製 4-8119-0572-3
C3061 ／4月3日
●SDGs時代のESDと社会的レジリエンス
佐藤真久、北村友人、馬奈木俊介・編著
2000円 ／A5 ／158頁 ／並製 4-8119-0571-6
C3037 ／4月10日
●子育て世代の農業経営者－農業で未来をつく
る女性たち, JCA研究ブックレット
和泉真理・著
750円 ／A5 ／62頁 ／並製 4-8119-0573-0
C0036 ／4月30日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●通常兵器軍縮論
福井康人・著
3600円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7989-1628-6
C3036 ／4月2日
●グローカル研究の理論と実践
成城大学グローカル研究センター・編
2800円 ／A5 ／288頁 ／上製 4-7989-1632-3
C3030 ／4月2日
●海外留学支援論
大西好宣・著
2000円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7989-1594-4
C3037 ／4月2日
●温暖化に挑む海洋教育
田中智志・編著
2700円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7989-1626-2
C3037 ／4月7日
●ブラジルの校長直接選挙
田村徳子・著
3200円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7989-1629-3
C3037 ／4月7日
●ベーシック条約集2020
薬師寺公夫、坂元茂樹、浅田正彦、桐山孝信、
小幡郁、柴田明穂・編
2600円 ／46 ／1400頁 ／並製
4-7989-1616-3  C3032 ／4月9日
●再増補版  現代アメリカにおける学力形成論
の展開－スタンダードに基づくカリキュラムの
設計
石井英真・編著
4800円 ／A5 ／544頁 ／並製 4-7989-1619-4

C3037 ／4月13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  2020年度
橋本実・著
1091 円 ／A4 ／38頁 ／並製 4-908765-23-0
C3047 ／4月30日
●スポーツ医学A講義ノート  2020年度
橋本実・著
1091 円 ／A4 ／46頁 ／並製 4-908765-24-7
C3047 ／4月30日
●スポーツ医学概論講義ノート  2020年度
橋本実・著
1091 円 ／A4 ／52頁 ／並製 4-908765-25-4
C3047 ／4月30日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●安くて旨くて楽しくて
－我流  私の料理エッセイ
丸山伸弥・著
1200円 ／46 ／176頁 ／並製 4-7807-1963-5
C0077 ／4月7日
●夜景の世界から
相原和弘・著
2000円 ／A4 ／58頁 ／並製 4-7807-1962-8
C0072 ／4月7日
●「倭国」の都城・首都は太宰府
－“学者に質問”「七世紀以前 首都がないヤマト
朝廷」なぜ？
草野善彦・著
2000円 ／46 ／298頁 ／上製 4-7807-1966-6
C0021 ／4月13日
●季刊オピニオン・プラス　2020春　VOL.29
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
700円 ／A4 ／48頁 ／並製 4-7807-1452-4
C5336 ／4月20日
●季論21　2020年春号（第48号）
 『季論21』編集委員会・編
909円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7807-1862-1
C0336 ／4月20日
●日本の科学者5月号  vol.55
JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1359-6
C0336 ／4月20日
●理科教室  2020年5月号（No.785）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1549-1
C0340 ／4月20日
●作文と教育  2020年4・5月号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1735-8
C0337 ／4月20日
●日清戦争論  日本近代を考える足場
原田敬一・著
2500円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-7807-1968-0
C0021 ／4月24日
●現代の形而上学　新古典派経済学の批判
小澤勝徳・著
2545円 ／A5 ／400頁 ／並製 4-7807-1964-2
C3033 ／4月24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  5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。
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