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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 髙野政司
解放出版社

　少し古い話で恐縮だが、1970

年代、全国の被差別部落の地名・

所在地・戸数・主な職業等を記し

た「部落地名総鑑」が販売されて

いることが発覚した。興信所・探

偵社関係者が人事や結婚などに関

する調査で「部落地名総鑑」を作成、

販売をすれば利益をあげることが

できると考えたとのことだった。

企業などに 1 冊 5,000 円から 5

万円で販売をしていた。企業では

採用にあたりこのリストをもとに

被差別部落出身者を排除していた。

また、個人で購入した者は結婚の

ときこのリストを使用するつもり

だったということである。当時、

大問題となり国会でも取り上げられ、

購入が判明したものは回収をされ

廃棄処分となった。

　今世紀になっても残念ながら身

元調査はおこなわれている。現在、

戸籍や住民票は本人やその家族し

か閲覧・取得できないようになっ

ている。例外が行政書士、司法書

士や弁護士などいわゆる八士業で、

職業上必要な場合に取得ができる。

この制度を悪用して不正に戸籍や

住民票を取得し依頼者（一般市民）

に販売をしていたのである。3 万

件以上の情報が売買をされていた。

（2011 年に関係者が逮捕されて総

勢 28 人が起訴、有罪判決。不正

な個人情報の取得はハローワーク

が所有する雇用保険の加入歴や個

人の携帯番号など、多岐にわたる。）

戸籍や住民票の取得について、裁

判で被告人は「お客さんの依頼は

85％から 90％が結婚相手の身元

調査と浮気の調査である」、「依頼

の半分は結婚の相手の身元調査だ」、

「明治時代から続いてきているよ

うな調査を求める人が多い」とそ

の取得目的について証言をしている。

　さて表題の動画の削除について

である。インターネット上では差

別や偏見をあおるような情報、ヘ

イトスピーチ・ヘイトクライムが

氾濫している。その影響力の大き

さ故に差別や偏見にさらされるこ

とによる不安・被害・人権侵害が

大問題となっているのが実情である。

　昨年には在日韓国・朝鮮人集落

への放火事件がおき、この事件に

たいして有罪判決が出ているが、

その動機はネット上の差別や偏見

をあおる偽情報によるものだった

と裁判で明らかになっている。特

定の集団や民族、個人に対する差

別や偏見、誹謗や中傷にたいして

その削除や訂正、被害者救済、加

害者への対処などについて解決す

べき問題が山積している。

　部落問題についての誤った情報

や差別や偏見、身元調べにつなが

る情報も氾濫している。このとん

でもない状況において、モリタニ

ングや削除要請など粘り強くおこ

なわれている。

　今回の身元調査にもつながる動

画については、自治体や法務局か

らも撮影者にたいして削除要請が

おこなわれていたが聞き入れない

状態であった。同一人物が各地の

被差別部落に入り、無断で撮影を

して所在地をふくめた地元情報を

動画投稿サイト「ユーチューブ」

に5年間くらい投稿し続けていた。

　しかし昨年 11 月 30 日、被差

別部落を撮影した動画 200 本以上

を、運営側のグーグルが削除した

のである。「ヘイトスピーチに関

するポリシー（指針）に違反をした」

とのことだ。ユーチューブからの

削除を求めるオンライン署名約

28,000 筆が 30 日までに集まっ

ていた。投稿を削除した場合、投

稿者からの訴訟リスクがあるようで、

削除のハードルは高いようである。

　投稿者当人は他のサイトでの配

信を模索しているようであり、模

倣犯も出てきている。

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
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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



▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●微生物力が人類を救う
杉山政則・著
2700円 ／A5 ／186頁 ／並製 4-87525-359-4
C3045 ／2月21日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●三春藩, シリーズ藩物語
平田禎文・著
1800円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7162-3  C0321 ／2月上旬
●俳句が伝える戦時下のロシア
－ロシアの俳人、8人へのインタビュー
馬場朝子・編訳
2000円 ／46 ／192頁 ／上製 4-7684-5934-8
C0030 ／2月下旬

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●1日5分！ いつでもビジョントレーニング
－発達支援ポスター（6枚セット）
北出勝也監修
2500円 ／A3 ／6頁 ／並製 4-7726-5513-2
C8037 ／2月上旬

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●有機農業はこうして広がった, 有機農業選書9
－人から地域へ、地域から自治体へ
谷口吉光・編著
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-86187-171-9
C0036 ／2月下旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●Hair
－In Search of Natural Beauty
Kaname MORITA・著, 松元ちえ、松元リップ
覚・訳
2000円 ／46 ／152頁 ／並製 4-7791-2881-3
C0077 ／2月3日
●スペインと中南米の絆
－意識しないほどの深いつながり
渡部和男・著
2500円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7791-2875-2
C0022 ／2月7日
●里山の宇宙 キタキツネ
泊和幸・著
6000円 ／A4 ／228頁 ／並製 4-7791-2883-7
C0072 ／2月14日
●野球独立リーグの教科書
広尾晃・著
2500円 ／46 ／344頁 ／並製 4-7791-2830-1
C0075 ／2月14日
●無垢なる聖人
ミゲル・デリーベス・著, 喜多延鷹・訳
2700円 ／46 ／176頁 ／並製 4-7791-2838-7
C0097 ／2月21日
●19世紀アメリカ作家たちとエコノミー

－国家・家庭・親密な圏域
真田満、倉橋洋子、小田敦子、伊藤淑子・編
3200円 ／A5 ／288頁 ／並製 4-7791-2868-4
C0098 ／2月22日
●アメリカ研究の現在地
－危機と再生
伊藤詔子、中野博文、肥後本芳男・編
3500円 ／A5 ／388頁 ／並製 4-7791-2878-3
C0022 ／2月22日
●夕霧花園
タン・トゥアンエン・著, 宮崎一郎・訳
3500円 ／46 ／496頁 ／並製 4-7791-2764-9
C0097 ／2月24日
●老年書生のこだわり
原田國夫・著
1500円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7791-2886-8
C0095 ／2月28日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●ユニバーサル農業
－京丸園の農業／福祉／経営
鈴木厚志・著
2000円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-88340-360-8
C0061 ／2月10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 625号
－特集：全国で広がる 学校給食に有機農産物を
／原発事故から12年
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7164-4
C0036 ／2月20日

▼知泉書館／03-3814-6166
info@chisen.co.jp
http://www.chisen.co.jp
●聖霊と神のエネルゲイア, 知泉学術叢書22
G・パラマス・著, 大森正樹・訳
6500円 ／新書 ／708頁 ／上製
4-86285-378-3  C3316 ／2月上旬
●工科系学生のための〈リベラルアーツ〉
藤本温、上原直人・編
1800円 ／46 ／220頁 ／並製 4-86285-379-0
C1050 ／2月上旬

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●顧客を直視する農協共販, JCA研究ブックレッ
ト31
岩﨑真之介・著
750円 ／A5 ／62頁 ／並製 4-8119-0642-3
C0036 ／2月10日
●途上国農業開発論
板垣啓四郎・著
2500円 ／A5 ／170頁 ／並製 4-8119-0641-6
C3061 ／2月13日
●増加する雇用労働と日本農業の構造
堀口健治、澤田守・編著
3000円 ／A5 ／275頁 ／並製 4-8119-0644-7
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▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室 3月（No.849）
－ゆかいな授業を③
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-033-6 ／2月7日
●原発で重大事故　　　　
－その時、どのように命を守るか？
児玉一八・著
2000円／A5 ／210頁 ／並製 4-87154-228-9
C3036 ／2月11日
●海の中から地球が見える　
－気候危機と平和の危機　　　
武本匡弘・著　
1800円 ／A5 ／185頁 ／並製 4-87154-227-2
C1036 ／2月11日

▼ありな書房／03-3815-4614
arina@arinashobo.co.jp
●異世界への憧憬, 北方近世美術叢書
－ヒエロニムス・ボスの三連画を読み解く
木川弘美・著, 石井朗・企画構成 
4800円 ／A5 ／352頁 ／上製 4-7566-2384-3
C0070 ／2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
●フェレンツ・フリッチャイ　　　
－理想の音楽を追い続けて
大脇利雄・著　　　　　　　　　　　　　　　
2900円 ／46 ／368頁 ／並製 4-86598-105-6
C0073 ／2月22日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●父の庭
大城貞俊・著
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7754-0327-9
C0093 ／2月1日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●小鹿島  賤国への旅
姜善奉・著, 川口祥子・訳
2500円 ／46 ／344頁 ／並製 4-7592-6808-9
C0036 ／2月22日



C3061 ／2月20日
●農業政策の現代史 どのように政策は決定され
たのか
田代洋一・著
3000円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-8119-0643-0
C3061 ／2月27日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●教育グローバル化のダイナミズム
ジョエルス・プリング・著、北村友人・監訳
3600円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7989-1705-4
C3037 ／2月15日
●カンボジア「クルー・チャッタン」の時代
－ポル・ポト時代後の初等教育
千田沙也加・著
4500円 ／A5 ／272頁 ／上製 4-7989-1804-4
C3037 ／2月15日
●気候変動問題と国際法, 国際法・外交ブック
レット
西村智朗・著, 浅田正彦、中谷和弘・監修
1000円 ／A5 ／89頁 ／並製 4-7989-1795-5
C3032 ／2月25日
●ウクライナ戦争をめぐる国際法と国際政治経済
浅田正彦、玉田大・編著
2600円 ／A5 ／258頁 ／並製 4-7989-1822-8
C3032 ／2月25日
●米国の特殊教育における教職の専門職性理念
の成立過程
志茂こづえ・著
4300円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1809-9
C3037 ／2月25日
●オープン・エデュケーションの本流
橘髙佳恵・著
3700円 ／A5 ／248頁 ／上製 4-7989-1810-5
C3037 ／2月25日
●韓国キリスト教主義高等教育機関の形成
松本麻人・著
3600円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-7989-1820-4
C3037 ／2月25日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●沖縄もの知りクイズ394問
蔵満逸司・著
1600円 ／46 ／196頁 ／並製 4-86124-482-7
C0001 ／2月下旬
●琉球列島のフクギ並木
陳碧霞・著
4300円 ／A5 ／268頁（カラー口絵8頁）／並製
4-86124-472-8  C0045 ／2月下旬

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●里山の保育, 保育を見つめ語らい変えるシ
リーズNo.2－過疎地が輝くもう一つの保育
宮里六郎・編著
1400円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-89464-294-2
C3037 ／2月15日

▼批評社／03-3813-8990
book@hihyosya.co.jp

http://hihyosya.co.jp
●重度精神障害を生きる　　　
－精神病とは何だったのか 僕のケースで考える
髙見元博・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8265-0739-4
C1036 ／2月15日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●作文と教育 2023年2・3月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1755-6
C0337 ／2月10日
●山本周五郎 ユーモア小説集
山本周五郎・著
1182円 ／B6変 ／336頁 ／並製
4-7807-2235-2  C0093 ／2月20日
●楽しく読んですらすらおぼえる1年生の漢字
童話, 学年別漢字童話シリーズ1 改訂版
井上憲雄・著
673円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2231-4
C6037 ／2月20日
●楽しく読んですらすらおぼえる2年生の漢字
童話, 学年別漢字童話シリーズ2 改訂版
井上憲雄・著
891円 ／B5 ／120頁 ／並製 4-7807-2232-1
C6037 ／2月20日
●楽しく読んですらすらおぼえる3年生の漢字
童話, 学年別漢字童話シリーズ3 改訂版
井上憲雄・著
891円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-7807-2232-1
C6037 ／2月20日
●理科教室  2023年3月号（No.819） vol.65
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1583-5
C0340 ／2月20日
●日本の科学者 3月号  vol.58
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行 
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2076-1
C0336 ／2月20日
●こども環境学研究　Vol.18, No.3（C.N.52）
December2022
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／80頁 ／並製 4-7807-2022-8
C3036 ／2月21日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●続・最後の場所 12号
菅原則生・著
1000円 ／A5 ／98頁 ／並製 4-8460-2253-2
C0095 ／2月15日
●羅針盤なき航海
張競・著
3000円 ／46 ／340頁 ／上製 4-8460-2236-5
C0095 ／2月15日
●鷗外を考える
―幸徳事件と文豪の実像
木村勲・著
3000円 ／46 ／000頁 ／上製 4-8460-2219-8
C0095 ／2月17日

─1月に出た本

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●希望の共産党
－期待こめた提案
有田芳生、池田香代子、内田樹ほか・著
1500円 ／46 ／186頁 ／並製 4-87154-226-5
C3031 ／1月19日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●京王電鉄
－昭和～平成の記録
辻良樹・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-891-8
C0026 ／1月27日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●被害と加害のフェミニズム
－#MeToo以降を展望する
クォンキム、ヒョンヨン・編著, 影本剛、ハ
ン・ディディ・監訳
2400円 ／46 ／286頁 ／並製 4-7592-6809-6
C0036 ／1月31日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●コアラのなみだ
－だれもいなくなったユーカリの森のこえ
今西乃子・著
1600円 ／A5 ／96頁 ／上製 4-7726-1517-4
C8093 ／1月12日
●ことば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
中川信子、阿部厚仁・監修
3800円 ／A4変 ／96頁 ／並製
4-7726-1518-1  C8637 ／1月19日
●たようせいって なに？, きみがせかいとつな
がる絵本
高濱正伸・監修
1800円 ／B4変 ／32頁 ／上製
4-7726-1501-3  C8737 ／1月20日
●ともだちって なに？, きみがせかいとつなが
る絵本 
高濱正伸・監修
1800円 ／B4変 ／32頁 ／上製
4-7726-1502-0  C8737 ／1月20日
●きもちって なに？, きみがせかいとつながる
絵本
高濱正伸・監修
1800円 ／B4変 ／32頁 ／上製
 4-7726-1503-7  C8737 ／1月20日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●「かがみの孤城」奇跡のラストの誕生

2月に出る本／出版協BOOKS
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－源流「エヴァンゲリオン」「まどかマギカ」
と虚構と現実の芸術論
北村正裕・著
2000円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2876-9
C0095 ／1月17日
●アメリカ東海岸 埋もれた歴史を歩く
デイヴィッド・S・セセルスキ・著, 樋口映美・訳
2200円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7791-2879-0
C0022 ／1月24日
●台湾および落語の！
真木由紹・著
2700円 ／46 ／300頁 ／並製 4-7791-2866-0
C0093 ／1月24日
●辺境・カフカースの生きられた都市
－近代黎明期のジョージア都市の生態
ダヴィド・ホシュタリアほか・著
9000円 ／B5 ／260頁 ／並製 4-7791-2871-
C0022 ／1月24日
●満ち足りた人生
キム・チュイ・著, 関未玲・訳
2200円 ／46 ／168頁 ／並製 4-7791-2872-1
C0097 ／1月24日
●ジャズ・エチカ
－ジャズメガネの事件簿
渡辺康蔵・著
2500円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7791-2850-9
C0073 ／1月24日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊 経済理論  第59巻 第4号
－民主主義的資本主義の危機
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／88頁 ／並製 4-905261-60-5
C3033 ／1月20日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●ロマ民族の口述伝承
－童話・笑話・怪談・猥談・物語
金子マーティン・編訳
2200円 ／46 ／256頁 ／並製 4-380-23000-4
C0036 ／1月31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
●ジン カクテル　　　　
いしかわあさこ・監修
2700円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-88393-980-0
C2077 ／1月1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 624号
－特集：押し寄せるホルモン剤・抗生物質漬け
の輸入肉
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7164-4
C0036 ／1月20日
●からだ整う温活薬膳ごはん

麻木久仁子・著
1400円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7726-7715-8
C2077 ／1月30日

▼知泉書館／03-3814-6166
info@chisen.co.jp
http://www.chisen.co.jp
●経済学史研究 第64巻 2号
経済学史学会・編
3000円 ／B5 ／126頁 ／並製 4-86285-958-7
C3033 ／1月24日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●越境する農業構造論, 山崎亮一著作集
－伊那谷、フランス、ベトナム南部
山崎亮一・著
4000円 ／A5 ／340頁 ／並製 4-8119-0626-3
C3061 ／1月6日
●内地からみた北海道の農業と農協
坂下明彦・編著
1800円 ／46 ／150頁 ／並製 4-8119-0640-9
C3061 ／1月10日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●教師教育におけるスタンダート政策の再検討
牛渡淳、牛渡亮・著
3400円 ／A5 ／248頁 ／上製 4-7989-1818-1
C3037 ／1月5日
●テオドール・リット：人と作品
小笠原道雄・著
2400円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-7989-1819-8
C1030 ／1月5日
●国立大学システム
－機能と財政
島一則・著
3400円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-7989-1570-8
C3037 ／1月10日
●人生100年時代に「学び直し」を問う
今津孝次郎、加藤潤・編著
2700円 ／A5 ／248頁 ／上製 4-7989-1812-9 
C3037 ／1月20日
●大学史研究31
大学史研究編集委員会・編
2000円 ／A5 ／186頁 ／並製 4-7989-1823-5 
C3037 ／1月20日
●国際取引法 下巻
井原宏・著
4500円 ／A5 ／432頁 ／並製 4-7989-1787-0
C3032 ／1月25日
●過疎地の特性を活かす創造的教育
－美山町（京都府）のケースを中心に
村田翼夫、山口満・編著
1800円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7989-1798-6
C3037 ／1月25日
●美術鑑賞学習における思考の可視化と深化
石崎和宏、王文純・著
4300円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-7989-1817-4
C3037 ／1月25日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com

http://www.nanpou.com
●日本産カワゴケソウ科 全6種
－分布・生態の詳細調査報告
大工園認・著
8000円 ／B5 ／150頁 ／並製 4-86124-483-4
C0045 ／1月15日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●子どもたちにせめてもう1人保育士を, 保育を
見つめ語らい変えるシリーズNo.1
－時代遅れの保育士配置基準をいますぐアップ
デートすべきこれだけの理由
浦島千佳ほか・著
1400円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-89464-295-9
C3037 ／1月20日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●峰吟子
－その生涯と時代
太和田正五・著
2500円 ／A5 ／403頁 ／並製 4-8331-5437-6
C0023 ／1月10日
●古地図で楽しむ瀬戸内・香川
森正人・著
1800円 ／A5 ／187頁 ／並製 4-8331-4307-3
C0025 ／1月20日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●日中友好それは愛の奇跡
－ある少年の日中友好の記憶
張剣波・著
1636円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7807-2229-1
C0095 ／1月12日
●労働総研クォータリー 2022年秋季号No.125
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1894-2
C0336 ／1月12日
●理科教室  2023年2月号（No.818）vol.65
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1582-8
C0340 ／1月20日
●日本の科学者 2月号  vol.58
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2075-4
C0336 ／1月20日
●地球時代と平和への思想
堀尾輝久・著
2909円 ／46 ／472頁 ／並製 4-7807-2228-4
C0036 ／1月21日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●亡国の国賊･安倍晋三
－旧統一教会との癒着, 横田一の現場直撃Ⅲ
横田一・著
1700円 ／46 ／216頁 ／並製 4-8461-2219-5
C0031 ／1月1日

2月に出る本／出版協BOOKS

04—新刊選2302／124号（通巻348号）

▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協2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「23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
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
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

【2023年2月現在●72社】



2月に出る本／出版協BOOKS
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▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協2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「23年2月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「2月に出る本」
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