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【あ】

阿吽社

亜紀書房

あけび書房

梓出版社

あっぷる社

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

凱風社

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

雲母書房

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

コモンズ

【さ】

桜井書店

彩流社

三一書房

三元社

三陸書房

時潮社

社会評論社

松柏社

不知火書房

新宿書房

新泉社

水声社

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】

大蔵出版

知泉書館

筑波書房

柘植書房新社

同時代社

道玄坂書房

東信堂

東京漫画社

【な】

七つ森書館

南方新社

日本経済評論社

【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

歩行社

ポラーノ出版

本の泉社
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【ま】

明月堂書店

めこん

木犀社

【や】

唯学書房

有志舎

【ら】

リベルタ出版

緑風出版

論創社
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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）

●出版協会長 水野 久
晩成書房

　書籍については、消費税外税表示こそが合

理的であることは、消費税導入以来の経緯を

振り返れば明らかだ。

　1989年の３％消費税導入時、表示につい

て法的には定めがなかったにもかかわらず、

公正取引委員会は総額表示をするよう強い指

導を行った。出版各社はカバー等の印刷し直

しや、既刊本のシール貼りに追われるなど多

大な負担を強いられた。その負担に耐えきれ

ず、絶版となった書籍は２万タイトル以上と

されている。

　出版協の前身の出版流通対策協議会（流対

協）は、消費税総額表示の強制に反対の声を

あげた。流対協会員社 35 社は「内税表示」

を強制した公正取引委員会を相手取り、損害

賠償請求の訴訟を起こし最高裁まで争った。

９年がかりで損害賠償請求は棄却されたが、

判決では「公取委が示した「内税表示」は法

的拘束力も強制力もなく、こうしたほうがよ

いと例示しただけのただの公表文である」と

され、公取委の「指導」の強制力は否定され

た。裁判中の 1996 年には、流対協の要求

により公取委も「定価 ◯◯◯◯円＋税」等

の外税表示を容認することになった。

　1997年、消費税が５％に増税された。３

％の総額表示は「誤表記」となった。この時

を機に、多くの出版社が外税表示を採用。外

税表示の合理性が出版界の共通認識になった

と言えよう。

　外税表示方式は、書店での混乱や読者から

のクレームもほとんどなく、広く浸透していっ

た。にもかかわらず、消費税法の改定により、

2004年４月から総額表示の義務化が始まっ

た。罰則規定はないものの、今度は法的な義

務化である。

　大手出版社等は、カバー等の表示は外税表

示のまま、スリップのボーズに総額を表示す

る方式を採ったが、流対協は外税表示の合理

性を主張しつつ、取次店や書店に対し、定価

表示による流通上の差別を行わないよう要請

した。

　結果として、総額表示義務が実施されて以

降も、カバー等は外税表示のまま、一部の本

にはスリップに総額表示があるという状態で

混乱なく推移した。

　その後、消費税が８％、10％と２段階で

増税されることが決まり、それに伴い、「消

費税転嫁対策特別措置法」が 2013 年から

施行された。外税表示の期限付き容認だった。

総額表示義務の下では税率改定に伴う負担や

混乱を避けられないため、増税への反撥を避

けようというものだ。総額表示の非合理性を

自ら認めているに等しい。

　特措法によって総額表示義務が期限付きで

解除されたことは、多くの出版社にとってあ

まり意識されなかった。前述のように、多く

の出版社は総額表示義務化が始まってからも、

外税表示のままだったからだ。そして、スリッ

プのボーズに総額を表示していた出版社の多

くも、２段階の税率改定にあたって、総額表

示をやめてしまった。それでも現在に至るま

で書店の現場でとりたてて表示をめぐる問題

は起こっていない。書籍の外税表示は 20 年

以上の実績を経て定着しているのだ。

　「消費税転嫁対策特別措置法」の期限切れ

が迫ってきた昨秋以来、出版協では、外税表

示の恒久化を求めて活動をしてきた。声明を

発し、政府や各政党の税制調査会に要望書を

届け、国会議員への陳情、出版関連業の多い

千代田区・文京区への陳情などを行い、可能

な限りメディアへの発信も重ねてきたが、特

措法の期限延長は勝ち取れておらず、４月１

日から総額表示の義務化が復活しようとして

いる。

　書協はスリップのボーズ、スリップを廃止

した場合はスリップに類似したしおりへの総

額表示等をガイドラインで示しているが、出

版協としては、４月以降の新刊についても、

個々の書籍への総額表示を会員社に対して推

奨しないことにした。無駄な労力と経済的負

担はかけられないためだ。

　しかし、罰則規定はないとはいえ、総額表

示をしないことは「違法行為」にあたる。解

決法として、書店店内掲示用の「総額表示一

覧換算表」を用意し、店内での表示をお願い

することとした。アパレル業界や音楽ＣＤ業

界などで、移行期における外税・総額表示の

混在状態の対策として取り入れている方式を

参照した。書籍の場合、新刊にどのような表

示をするにしても、多くの既刊本は外税表示

のままになるのは確実で、「混在状態」を解

消するのはほとんど不可能と思われる。その

ため「一覧表」をもって総額表示することが

合理的だと判断した。

　実際には「総額表示一覧換算表」がなくて

も、現状のままというだけなのだから、

2004年の義務化開始の折りと同様、書店店

頭で何か混乱を生じることは考えにくい。だ

がもしも、総額がわからないとの読者のクレー

ムがあるとすれば「総額表示一覧換算表」は

それに対する備えにはなると考えている。

　この「総額表示一覧換算表」は、近日中に、

出版協ウェブサイトからダウンロードしてご

活用いただけるよう準備中である。希望があ

れば印刷してお届けすることにも対応する。

　出版協では、今回の義務化の再開にあたっ

て、取次、書店に上記の考えと対応を説明し、

表示方法を理由に流通上の差別を行わないよ

う、2004年の総額表示義務化開始の時と同

様の対応を要望している。取協からはすでに、

価格表示方法の違いにより流通上で差別を生

じさせることはない旨の回答を得ているが、

この問題は、読者と直接対面する書店の皆様

のご理解・ご協力こそ鍵となるため、説明と

協力の要請を重ねていきたい。

　その上で、出版協としては今後も読者と世

論に向けて、書籍における外税表示の合理性

への理解を求めるため働きかけ、他の業界と

も連携して総額表示義務の撤廃を求め続けて

いく決意である。

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
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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



▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●文豪たちのスペイン風邪, シリーズ紙礫14
紅野謙介、金貴粉・解説
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7744-0737-1
C0095 ／2月28日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●アンチレイシスト・ベビー
イブラム・Ｘ・ケンディ・著, アシュリー・ル
カシェフスキー・イラスト, 渡辺由佳里・訳
1800円 ／230mm×230mm ／32頁 ／並製
4-7726-1448-1  C8736 ／2月2日
●コウモリの本
シャーロット・ミルナー・文／イラスト,
佐野明・監修, 松浦直美・訳
1800円 ／48頁 ／並製 4-7726-1433-7
C8745 ／2月25日
●海の生きものの本
シャーロット・ミルナー・文／イラスト,
杉本幹・監修, 杉本詠美・訳
1800円 ／48頁 ／並製 4-7726-1432-0
C8745 ／2月25日
●ミツバチの本
シャーロット・ミルナー・文／イラスト,
佐々木哲彦・監修, 松浦直美・訳
1800円 ／A5 ／48頁 ／並製 4-7726-1431-3
C8745 ／2月25日
●【感覚＋動作アセスメント】マニュアル
岩永竜一郎・編
1500円 ／A4 ／56頁 ／並製 4-7726-1446-7
C0037 ／2月25日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●お金持ちは不況・恐慌で一財を築く
－積立から株式・不動産・ビットコイン・ス
タートアップ投資まで！ 
スティーブ金山・著
1500円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7791-2726-7
C0033 ／2月8日
●宙跳ぶ落語家  三遊亭とむ
松垣透・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2722-9
C0076 ／2月8日
●文化を問い直す－舞台芸術の視座から
平田栄一朗、針貝真理子、北川千香子・編
3000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2721-2
C0074 ／2月8日
●いま、子育てどうする？－感染症・災害・AI
時代を親子で生き抜くヒント集35
弘田陽介・話し手, 棚澤明子・聞き手
1600円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-7791-2731-1
C0037 ／2月15日
●まんが  日蓮聖人ものがたり
内藤誠・作, 三代目仙之助・画
1500円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7791-2724-3
C0021 ／2月22日
●不思議の国のラオス
森山明・著

2300円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7791-2640-6
C0026 ／2月22日
●エル・グレコ祭壇画物語
西川和子・著
2500円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-7791-2737-3
C0022 ／2月24日
●カオスの社会史
－戦間期シカゴのニアウエストサイド界隈
高橋和雅・著
2200円 ／A5 ／200頁 ／上製 4-7791-2739-7
C0022 ／2月24日
●国際政治のなかの中南米史
－実体験を通してリアリズムで読む
かきくけこ・編著
7000円 ／A5 ／824頁 ／上製 4-7791-2712-0
C0022 ／2月24日
●食と移動の文化史（仮）
－主体性・空間・表象をめぐる抗い
板津木綿子・編著, 小澤智子、北脇実千代・著
4000円 ／A5 ／400頁 ／並製 4-7791-2664-2
C0022 ／2月25日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●極私的エッセイ－コロナと向き合いながら
飛田雄一・著
1600円 ／46 ／148頁 ／並製 4-7845-1751-0
C0030 ／2月10日
●表現の自由と学問の自由
－日本学術会議問題の背景
寄川条路・編
1000円 ／A5 ／118頁 ／並製 4-7845-1589-9
C0030 ／2月10日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●ブドウ樹の生理と剪定方法
－病気を防ぐ樹体管理
シカバック・著, 榎本登貴男・訳
2600円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-88340-347-9
C0061 ／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  601号
－特集①「自然のだし」が健康を支えていた！
特集②原発事故10年目 トリチウム汚染水に
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7141-5
C0036 ／2月20日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●学生参加による高等教育の質保証
－ESGに関する批判的考察に基づいて
山田勉・著
2400円 ／A5 ／144頁 ／上製 4-7989-1660-6
C3037 ／2月5日
●教職協働による大学改革の軌跡
村上雅人・著
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●出版協2月に出る本 ●書名―サブタイトル／著者など
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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「21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」

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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【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
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●福島第一原発事故10年の再検証－原子力政策
を批判し続けた科学者がメスを入れる
岩井孝、児玉一八、舘野淳、野口邦和・著
1800円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-87154-185-5
C3036 ／2月25日
●3･11から10年とコロナ禍の今、ポスト原発
を読む
吉井英勝・著
1600円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87154-186-2
C3036 ／2月25日
●非戦の国防論
－憲法9条を活かした安全保障戦略
合田寅彦・著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-87154-187-9
C3036 ／2月25日
●月刊  数学教室3月号（No.825）
－特集：今こそ、ゆっくり③
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-031-2 ／2月8日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●精神障害のある人の権利  Q&A 
DPI日本会議、大阪精神医療人権センター・編
1500円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7592-6125-7
C0036 ／2月2日
●朝鮮衡平運動史料集・続
部落解放・人権研究所 朝鮮衡平運動史研究会・編
金仲燮・監修, 水野直樹・監修
30000円 ／B5 ／766頁 ／上製
4-7592-6229-2  C3032 ／2月10日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●小さな声からはじまる建築思想
神田順・著
1700円 ／46変 ／184頁 ／並製
4-7684-5894-5  C0052 ／2月5日
●尊厳なきバリアフリー
－「心・やさしさ・思いやり」に異議あり！
川内美彦・著
2000円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7684-3584-7
C0036 ／2月10日
●どうして、わたしはわたしなの？
－子どもと描く、すてきな人生哲学
トミ・ウンゲラー・著, アトランさやか・訳
2500円 ／B5変 ／160頁 ／上製
4-7684-5895-2  C0098 ／2月20日



2400円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1674-3
C3037 ／2月5日
●湾岸アラブ諸国における外国大学分校の質保証
中島悠介・著
3800円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-7989-1667-5
C3037 ／2月10日
●台湾における高等教育多様化の理論
廖于晴・著
3200円 ／A5 ／232 頁 ／上製 4-7989-1669-9
C3037 ／2月15日
●世界のテスト・ガバナンス
－日本の学力テストの行く末を探る
佐藤仁、北野秋男・編著
3200円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7989-1676-7
C3037 ／2月10日
●現代アメリカ貧困地域の市民性教育改革
－教室・学校・地域の連関の創造
古田雄一・著
4200円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1673-6
C3037 ／2月10日
●食と農の知識論－種子から食卓を繋ぐ環世界
をめぐって, 越境ブックレットシリーズ4
西川芳昭・著
1000円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7989-1662-0
C3036 ／2月25日
●迫りくる危機『日本型福祉国家』の崩壊
－北海道辺境の小規模自治体から見る, 東信堂
ブックレット1
北島滋・著
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1672-9
C3036 ／2月25日

▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●悪石島民俗誌－村落祭祀の世界観
渡山恵子・著
2800円 ／A5 ／190頁 ／上製 4-86124-444-5
C0039 ／2月下旬

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●名古屋の富士山すべり台
牛田吉幸・著
1200円 ／A5 ／158頁 ／並製 4-8331-1562-9
C0036 ／2月12日
●二二八事件の真相と移行期正義
二二八事件記念基金会・編
3000円 ／A5 ／540頁 ／上製 4-8331-0588-0
C0022 ／2月5日

▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●吉備国の桃太郎
𡈽野美惠子・著
1000円 ／A4 ／40頁 ／並製 4-7807-1986-4
C0021 ／2月5日
●作文と教育  2021年2・3月合併号
日本作文の会・編集
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1741-9
C0337 ／2月10日
●理科教室  2021年3月号（No.795）vol.64
科学教育研究協議会・編集

909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1559-0
C0340 ／2月20日
●日本の科学者3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 4-7807-2052-5
C0036 ／2月20日
●心の病は人生もよう
尾関夢子、尾関周二・著
2200円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7807-1989-5
C0000 ／2月22日
●入社して3年間はとても大事
－伸びるためのヒント42
渡辺幸啓・著
1200円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7807-1988-8
C0036 ／2月22日
●ビルマ文学の風景－軍事政権下をゆく
南田みどり・著
3000円 ／46 ／320頁 ／上製 4-7807-1987-1
C0098 ／2月22日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●公共事業締出しに勝訴
－「お触れ」「村八分」裁判を闘って
島崎武雄・著
4000円 ／A5 ／388頁 ／上製 4-8461-2103-7
C0036 ／2月8日
●原発時代の終焉－東京電力福島第一原発事故
小森敦司・編著
1800円 ／46 ／196頁 ／上製 4-8461-2104-4
C0036 ／2月26日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●私たちは学術会議の任命拒否問題に抗議する, 
論創ノンフィクション8
人文社会系学協会連合連絡会・編
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8460-2021-7
C0036 ／2月8日
●ウーズ河畔まで－私のイギリス人文紀行
徐京植・著
1800円 ／46 ／168頁 ／上製 4-8460-2020-0
C0095 ／2月11日
●ロンリーハート・4122
コリン・ワトソン・著, 岩崎たまゑ・訳
2400円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8460-2005-7
C0097 ／2月11日

─1月に出た本

▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●魂に蒔かれた種子は
－ＮＨＫディレクター・仕事・人生
戸崎賢治・著
1800円 ／46 ／272頁 ／上製 4-87154-184-8
C0095 ／1月15日
●破綻国家ニッポンの挽回策は哲学と教育
菱木勤治・著

1600円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87154-183-1
C3036 ／1月15日
●月刊 数学教室2月号（No.824）
－特集：今こそ、ゆっくり②
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／800頁 ／並製
4910-14229-021-3 ／1月7日
●隔月刊  社会保障  新春号（No.494）
－特集：コロナ禍での社会保障
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-494-8
C3036 ／1月10日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●Nigger（ニガー）
－ディック・グレゴリー自伝
ディック・グレゴリー・著, 柳下國興・訳
2300円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7684-5893-8
C0036 ／1月20日

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●いつだって本と一緒
岩橋淳・著
2000円 ／46 ／376頁 ／並製 4-7744-0734-0
C0095 ／1月10日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●育てにくい子の家族支援－親が不安・自責・
孤立しないために支援者ができること
高山恵子・著
1800円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7726-1439-9
C0037 ／1月5日
●気候変動から世界をまもる30の方法
－私たちのクライメート・ジャスティス！
国際環境NGO FoE JAPAN気候変動・エネルギー
チーム・編
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7726-1445-0
C0036 ／1月13日
●サフラジェット
－平等を求めてたたかった女性たち
デイヴィッド・ロバーツ・著, 富原まさ江・訳
2600円 ／A4変 ／128頁 ／並製
4-7726-1435-1  C0036 ／1月19日
●目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1
田中徹二、猪平眞里・監修,
公益財団法人共用品推進機構、障害のある人と
ともに生きる本編集委員会・編
3800円 ／A4変 ／104頁 ／並製
4-7726-1444-3  C8637 ／1月22日
●発達障害の人の就労アセスメントツール
－BWAP2〈日本語版マニュアル&質問用紙〉
梅永雄二・監訳, 監修
3000円 ／A4 ／68頁 ／並製 4-7726-1449-8
C2437 ／1月25日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●中世ジョージアの建築職人

2月に出る本／出版協BOOKS
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－カフカースにおける建築技術と生産活動
ダヴィド・ホシュタリアほか・著, 篠野志郎、
藤田康仁・訳
12000円 ／B5 ／304頁 ／上製
4-7791-2734-2  C0022 ／1月13日
●オンライン対応！ 占い起業のはじめ方、成功
の技術
星絢・著
1500円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7791-2725-0
C0033 ／1月22日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊・経済理論  第57巻  第4号
－特集＝ポスト・ケインズ派金融分析の新展開
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／124頁 ／並製 4-905261-99-5
C3033 ／1月20日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●社会・からだ・私についてフェミニズムと考
える, 月歩双書02
井上彼方・編
900円 ／46 ／160頁 ／並製 4-7845-4146-1
C0030 ／1月4日
●刑罰権イデオロギーの位相と古層
宮本弘典・著
4300円 ／A5 ／360頁 ／並製 4-7845-1874-6
C0030 ／1月8日
●津波とクジラとペンギンと
加藤幸治・著
2400円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7845-1750-3
C0030 ／1月22日
●平等の哲学入門
新村聡、田上孝一・編著
2800円 ／A5 ／392頁 ／並製 4-7845-1588-2
C0030 ／1月22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
●スコッチウィスキー  新時代の真実
－世界的ブームの果てに残るもの
和智英樹、高橋矩彦・著
2700円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-88393-886-5
C2077 ／1月25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 600号
－特集①SDGsをめざし食品ロスを減らす
②今日からできる花粉症対策
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7140-8
C0036 ／1月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●北海道農業のトップランナーたち
－先導者たち
吉岡徹ほか・編著
3300円 ／A5 ／299頁 ／並製 4-8119-0587-7
C3061 ／1月8日
●地域労働市場
－農業構造論の展開, 山崎亮一著作集2
山崎亮一・著
4000円 ／A5 ／346頁 ／上製 4-8119-0589-1
C3061 ／1月22日
●「自然と共にある農業」への道を探る
－有機農業・自然農法・小農制 
中島紀一・著
2800円 ／A5 ／273頁 ／並製 4-8119-0588-4
C3061 ／1月22日
●マーケットイン型産地づくりとJA
板橋衛・編著
3000円 ／A5 ／308頁 ／並製 4-8119-0586-0
C3061 ／1月22日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●国際教育開発への挑戦
－これからの教育・社会・理論
荻巣崇世、橋本憲幸、川口純・編著
2800円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1671-2
C3037  ／1月15日
●現代国際協力論
－学融合による社会科学の試み
柳田辰雄・編著
3200円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7989-1675-0
C3030 ／1月15日
●シカゴ学派社会学の可能性－社会的世界論の
視点と方法
宝月誠・著
6800円 ／A5 ／582頁 ／上製 4-7989-1655-2
C3036 ／1月26日
●国際人道法講義
東澤靖・著
2500 円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-7989-1668-2
C3032 ／1月26日
●大正新教育の実践－交響する自由へ
橋本美保、田中智志・編著
4200円 ／A5 ／480 頁 ／上製 4-7989-1681-1
C3037 ／1月30日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●プラスチック社会を考える
－産官学民によるSDGs都市づくりに向けて
古澤礼太、宗宮弘明・著
800円 ／A5 ／88頁 ／並製 4-8331-4149-9
C0036 ／1月8日

▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●作文と教育  2020年1月号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1740-2
C0337 ／1月10日
●日本の科学者2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 4-7807-2051-8
C0336 ／1月20日
●理科教室  2021年2月号（No.794）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1558-3
C0340 ／1月20日
●ベトナム革命のかくれた英雄 チャン・ヴァ
ン・ザウの生涯
菊池誠一・編訳
1000円 ／B6変 ／168頁 ／並製
4-7807-1985-7  C0022 ／1月18日

▼明月堂書店／03-5919-2442
sekaisyoin@yahoo.co.jp
http://meigetu.net
●1970・11・25  三島由紀夫
いいだもも・著, 三島由紀夫・巻末対談
1364円 ／46 ／224頁 ／並製 4-903145-72-3
C0095 ／1月18日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●ルポ東尋坊－生活保護で自殺をとめる
下地毅・著
2400円 ／46 ／328頁 ／上製 4-8461-2101-3
C0036 ／1月21日
●米国の科学と軍産学複合体
－米ソ冷戦下のMITとスタンフォード
スチュアート・W・レスリー・著, 豊島耕一、
三好永作・訳
4000円 ／A5 ／376頁 ／上製 4-8461-2102-0
C0040 ／1月26日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●黒澤明の映画 喧々囂々－同時代批評を読む
岩本憲児・著
2000円 ／46 ／368頁 ／並製 4-8460-2003-3
C0074 ／1月8日
●多和田葉子の〈演劇〉を読む
谷川道子、谷口幸代・著
2000円 ／46 ／268頁 ／並製 4-8460-1987-7
C0074 ／1月8日
●棟居刑事と七つの事件簿
森村誠一ほか・著
2000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-8460-2006-4
C0093 ／1月18日
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