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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 廣嶋武人
ぺりかん社

　いよいよ１０月から消費税が８％が
１０％になった。平成のはじめに３％
で導入されたとき、税込で表記するのか、
端数はどうするのかで右往左往してい
たことが思い出される。
　税率アップに伴って、今回から軽減
税率の適用が始まり、キャッシュレス
決済を導入すると助成があるやら、軽
減分と分けて表示しなければならない
であるとか、発生しうる事態が複雑で、
半年から１年半は混乱必至であろう。

　もともと課税、非課税、対象外、不
課税など分けられる上に、免税との相
違などがある上、９月までの８％のうち、
国税分は６．３％、地方分は１．７％
であったのに対し、１０％のうち、国
税分は７．８％、地方分は２．２％に
なる。加えて１０月からの軽減税率の
８％のうち、国税分は６．２４％、地
方分は１．７６％となる。
同じ８％でも１０月１日からは中身が
異なるのだ。
　導入時期も３％、５％、８％のときは、
年度始まりの４月であったのに対し今
回は年度の真ん中、１０月からの導入
になる。しかも、年度途中から元号も
変わっている。

　これで混乱しないほうが難しい。

　また、この業界の取引慣行に付いて
回るものといえば返品。
　通常、売上が発生すると売掛金の中
に仮受消費税ともに計上される。９月
までに納品した１０００円ものは１０
８０円で売掛金になるが、１０月以降
にその商品が返品となった場合、１１
００円で買い戻すことになり、売掛金
がマイナス２０円となり、同じ商品が
往復しただけで、２％分払い戻さなけ
ればならなくなるのだ。
　一応、取引の仕組としては、頭では
理解しているつもりなのだが、税率が

上がるたびに腑に落ちない感じが残る。
　これで軽減税率が適用されていると、
先の８％の中身の違いを計算しなけれ
ばならなくなっていたはずだ。

　もちろん事業者としては、消費税は
受取るだけでなく支払う側でもある。
大雑把にいうと、通常の諸経費の支払
には消費税を付加して払っていて、こ
の仮払消費税を受取消費税から差し引
いた金額を納税することになる。
　納税額を抑えたい場合、仮受と仮払
の差が小さくなるようにと考える。

　ところが、事業を営む上で「不課税」
となっているのが「人件費」である。
つまり、支払った額のうち、他の費用
であれば消費税額を仮受から差し引き
けるが（１００円払ったとすると、約
９円）、給与や賞与などはそのまま出
費ということになる。通常の雇用形態
であれば、この上社会保険料の折半分
などが必要となる。
　現金の流出を少しでも抑えたいと思
えば、人手の手当の方法として、派遣
や業務委託契約ということを考えるよ
うになる。また、被雇用者にとってみ
れば、雇用そのものの不安定化や手取
収入の減少を招きかねない。
　先行きが不透明であれば、お金を使
わずに備えておこうと考えるのが自然
であろう。本や雑誌なんか買っている
場合ではないのだ。

　実はお金を使わず備えておこうとい
う心持ちは、事業者側には別の理由で
も発生する。
　
　消費税の納税額は確定申告時に決ま
るのであるが、翌年は前年の納税額に
応じて中間納税をしなければならない。
前年の国税分の納付額が４８万円以下
は確定申告時に１回、４８万円超４０
０万円以下は半期と申告時に計２回、

４００万円超４８００万円以下は、３
カ月ごとと申告時の計４回、４８００
万円を超える場合は毎月収めることに
なっている。
　この金額の区分は変わっていないは
ずなので、１０％の場合、国税分が６．
３％から７．８％になり、約２３．８％
納税額が増えるため、４８万円以下で
済んでいた場合で５９万円超となり、
年２回の納付、４００万円以下で済ん
でいた場合で４９５万円超となり、年
４回の納付となる。
　売上や利益が前年度を上回っていれば、
入ってくる現金がある程度確保される
ので大きな不都合はないかもしれないが、
同じ程度の場合や下回り始めた場合、
資金繰り上、大きな負担となってくる。
それゆえ納税準備のために今まで以上
の現金を準備しておかなければならな
くなる。
　そして、これまで何とかトントンで
やってきたような小規模の事業者は、
事業継続が困難になるのは明らかだろう。
来年の春までに廃業してしまおうと考
えることもありえる話だ。

　このようなことは、税率が上がるた
びに発生する。それは、納税のために
手許に置かなければいけなくなる現金
が増えていくことでもある。これでは、
世の中にお金が回らなくなり、不景気
に拍車がかかるのではないだろうか。

　このような状況で、誰が幸せになる
のかが、ここのところのギモンだ。

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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▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●みんな寂しいのです－わたしの介護ノート
黒梅明・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87154-172-5
C3036 ／10月10日
●やさぐれ人生奮戦記
－続・リストラ中年奮戦記
高木喜久雄・著
2200円 ／46 ／384頁 ／上製 4-87154-173-2
C0095 ／10月25日
●月刊  数学教室 11月号（No.809）
－特集／こんな授業いやだ！③
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-119-7 ／10月5日
 
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●ネットと差別扇動
－フェイク／ヘイト／部落差別
津田 大介、荻上チキ、谷口真由美・著
1400円 ／46 ／168頁 ／並製 4-7592-1103-0
C0036 ／10月21日
●ゆがむメディア  ゆがむ社会
－ポピュリズムの時代をふまえて
北口末広・著
1600円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7592-6790-7
C0036 ／10月21日
●激変する社会と差別撤廃論
－部落解放運動の再構築にむけて
北口末広・著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7592-1035-4
C0036 ／10月21日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●UNSTOPPABLE（あきらめない）
－愛する子どもの「健康」を取り戻し、アメリ
カの「食」を動かした母親たちの軌跡
ゼン・ハニーカット・著, 松田紗奈・訳
1500円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7684-5864-8
C0036 ／10月中旬
●スマートフォンは誰を豊かにしたのか
－シュンペーター『経済発展の理論』を読み直
す, シリーズ「いま読む！ 名著」
小林大州介・著
2200円 ／46 ／224頁 ／上製 4-7684-1017-2
C0333 ／10月中旬
●路上の映像論－うた・近代・辺境
西世賢寿・著
3600円 ／46 ／360頁 ／上製 4-7684-5867-9
C0074 ／10月下旬

▼皓星社/03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●月光叢書3「奄美」
中田實・著
2000円 ／46 ／208頁 ／上製 4-7744-0684-8
C0092 ／10月8日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●世界中の子どもの権利をまもる30の方法
－だれひとり置き去りにしない！
認定NPO法人国際子ども権利センター＋甲斐田
万智子・編
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7726-1403-0
C8037 ／10月下旬
●命のものさし
－動物の命・人間の命・わたしの命
今西乃子・著
1500円 ／A5 ／168頁 ／上製 4-7726-1399-6
C8095 ／10月下旬

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●ザ・ソウル・オブくず屋
東龍夫・著
1700円 ／46 ／204頁 ／並製 4-86187-162-7
C0036 ／10月5日
●オリンピックの終わりの始まり
谷口源太郎・著
1800円 ／46 ／232頁 ／並製 4-86187-161-0
C0075 ／10月10日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●抵抗者－ゲオルク・エルザーと尹奉吉
田村光彰・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-380-19008-7
C0036 ／10月24日
●ヘイト・スピーチと地方自治体
－共犯にならないために
前田朗・著
1800円 ／46 ／232頁 ／並製 4-380-19007-0
C0036 ／10月24日
 
▼新宿書房／03-3262-3393
info@shinjuku-shobo.co.jp
http://www.shinjuku-shobo.co.jp
●牛鬼（うしおに）の滝
民俗伝奇小説集 第9弾
宇江敏勝・著
2200円 ／46 ／296頁 ／上製 4-88008-478-7
C0095 ／10月30日
●四匹のカエルとおやかた
かわいゆう・著
1500円 ／46 ／220頁 ／並製 4-88008-479-4
C0095 ／10月30日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp

●プロセス重視の地方創生
－農山村からの展望, JCA研究ブックレット
小田切徳美、平井太郎、図司直也・著
750円 ／A5 ／80頁 ／並製 4-8119-0561-7
C0036 ／10月2日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●PISA調査の解剖－能力評価・調査のモデル
袰岩昌、篠原真子、篠原康正・著
3500円 ／A5 ／376頁 ／並製 4-7989-1588-3
C3037 ／10月上旬
●応答する〈生〉のために
－〈力の開発〉から〈生きる歓び〉へ
高橋勝・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7989-1586-9
C3037 ／10月中旬
●2040年  大学よ甦れ
－カギは自律的改革と創造的連帯にある
田中弘充、佐藤博明、田原博人・著
2400円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-7989-1585-2
C3037 ／10月中旬
●人間論の社会学的方法
副田義也社会学作品集  第1巻
副田義也・著
6800円 ／A5 ／480頁 ／上製 4-7989-1562-3
C3336 ／10月中旬
●教育のあり方を問い直す
福島裕敏、松本大、森本洋輔・編著
2900円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1583-8
C3037 ／10月下旬
●メルロポンティの表現論
小熊正久・著
1900円 ／A5 ／176頁 ／上製 4-7989-1590-6
C3010 ／10月中旬
●2040年  大学教育の展望
－21世紀型学習成果をベースに
山田礼子・著
3500円 ／A5 ／298頁 ／上製 4-7989-1571-5
C3037 ／10月下旬
●幸運の蹄鉄－時代
松永澄夫・著
1800円 ／46 ／208頁 ／上製 4-7989-1587-6
C0095 ／10月中旬
●国際共修－文化的多様性を生かした授業実践
へのアプローチ
末松和子、秋庭裕子、米澤由香子・編著
3400円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7989-1576-0
C3037 ／10月下旬
 
▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●古閑章著作集  第三巻「青春の相貌」
古閑章・著
1500円 ／A5 ／154頁 ／並製 4-86124-408-7
C0093 ／10月上旬
●地湧の涙
加藤賢秀・著
1200円 ／46 ／121頁 ／並製 4-86124-412-4
C0093 ／10月中旬
●観光と地域　南方ブックレット8
－エコツーリズム・世界遺産観光の現場から
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●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
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深見聡・著
1200円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-86124-410-0
C0026 ／10月20日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●雨霽れよかし
工藤勢津子・著
2728円 ／46 ／360頁 ／上製 4-7807-1946-8
C0093 ／10月下旬
●藤田観龍 写真報道 50年の軌跡
藤田観龍・著
3636円 ／A4横 ／4-7807-1947-5  C0072
／10月下旬
●歴史のなかの東大闘争
－得たもの、残されたこと
大窪一志ほか・著
3200円 ／A5 ／400頁 ／並製 4-7807-1941-3
C0036 ／10月上旬
●啄木断章
鶴田のぼる・著
1300円 ／46 ／144頁 ／上製 4-7807-1943-7
C0095 ／10月上旬
●マルクスと個人の尊重
牧野広義・著
1300円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7807-1948-2
C0010 ／10月25日
●日本の科学者11月号  vol.54
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議  編集・発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1353-4
C9336 ／10月20日
●理科教室  2019年11月号（No.779）vol.62
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1543-9
C9340 ／10月20日
●季論21  2019年秋号（第46号）
 『季論21』編集委員会・編
909円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7807-1860-7
C9336／10月20日
●季刊 オピニオン・プラス  2019秋  VOL.27
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 4-7807-1450-0
C5336 ／10月20日
●『資本論』と対話－「モノ」から「ヒト」へ
川鍋正敏・著
1400円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7807-1944-4
C0033 ／10月7日
●健康プラス  vol.36
健康プラス出版株式会社・編
648円 ／A4 ／48頁 ／4-7807-1094-6  C0336
／10月上旬

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●タイのかたち
赤木攻・著
2500円 ／A5 ／324頁 ／上製 4-8396-0318-2
C0036 ／10月25日

▼木犀社／0263-88-6862
mokuseisha@kvd.biglobe.ne.jp
●生活現場の活動者たち

－地域をつなぐ10の物語
金早雪＋信州大学大学院地域社会イニシアティ
ブ・コースの修了者・著
2800円 ／46 ／330頁 ／並製 4-89618-069-5
C3030／10月25日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●崩れゆく文民統制－自衛隊の現段階
纐纈厚・著
2400円 ／46 ／248頁 ／上製 4-8461-1916-4
C0031 ／10月1日
●名医の追放（仮）－滋賀医科大学事件を追う
黒薮哲哉・著
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8461-1918-8
C0036 ／10月下旬

─9月に出た本

▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●月刊  数学教室 10月号（No.808）
－特集／こんな授業いやだ！②
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-109-8 ／9月5日
●隔月刊  社会保障 秋号（No.486）
－特集／消費税はゼロでいい！
中央社会保障推進協議会・編
463円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-486-3
C3036 ／9月20日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●「共生」を求めて
－在日とともに歩んだ半世紀
田中宏・著, 中村一成・編
1800円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7592-6228-5
C0036 ／9月10日
●科学技術の進歩と人権
－IT革命・ゲノム革命・人口変動をふまえて
北口末広・著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7592-6789-1
C0036 ／9月12日
●先住民族の言語の権利－世界と日本
IMADRブックレット18
反差別国際運動・編
1200円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7592-6342-8
C0336 ／9月20日

▼共和国／042-420-9997
naovalis@gmail.com
http://www.ed-republica.com
●独裁者のブーツ－イラストは抵抗する
ヨゼフ・チャペック・著
増田幸弘、増田集・編訳
2500円 ／菊変 ／180頁 ／上製
4-907986-63-6  C0022 ／9月30日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●子どものこころの発達を知る 第９巻
摂食障害の子どもたち
－家庭・学校・医療のチームで支える
髙宮靜男・著
1500円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7726-1396-5
C0037 ／9月下旬
●なんみんってよばないで。
ケイト・ミルナー・著, 小寺敦子・訳
1600円 ／B4変 ／36頁 ／上製
4-7726-1397-2  C8736 ／9月20日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●夢をあきらめないで－68歳で性別適合手術
三土明笑・著
2000円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7684-5865-5
C0036 ／9月4日
●メートル法と日本の近代化
－田中舘愛橘と原敬が描いた未来
吉田春雄・著
1800円 ／46 ／216頁 ／上製 4-7684-5863-1
C0023 ／9月13日
●季刊 福祉労働164号
－特集：介護する／される関係を問いなおす
――暴力・パワハラ・セクハラ
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／148頁 ／並製 4-7684-2364-6
C0330 ／9月19日
●新聞記者・桐生悠々
－忖度ニッポンを「嗤う」
黒崎正己・著
1700円 ／46 ／176頁 ／並製 4-7684-5866-2
C0036 ／9月24日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●五代目 圓楽と「星の王子さま」
三遊亭栄楽・著
2000円 ／46 ／283頁 ／並製 4-7791-2596-6
C0076 ／9月4日
●増補新版  移動する朝鮮族
－エスニック・マイノリティの自己統治
権香淑・著
3500円 ／46 ／384頁 ／並製 4-7791-2620-8
C0036 ／9月9日
●大阪ミナミの子どもたち－歓楽街で暮らす親
と子を支える夜間教室の日々
金光敏・著
1700円 ／46 ／175頁 ／並製 4-7791-2612-3
C0036 ／9月9日
●アマディス・デ・ガウラ（上）
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ・著
岩根圀和・訳
6500円 ／A5 ／600頁 ／上製 4-7791-2628-4
C0000 ／9月17日
●トランスパシフィック・エコクリティシズム
－物語る海、響き合う言葉 
伊藤詔子、一谷智子、松永京子・編著
3800円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7791-2614-7
C0098 ／9月17日
●空とアメリカ文学
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石原剛・編著
3200円 ／46 ／320頁 ／上製 4-7791-2598-0
C0098 ／9月17日
●軍人と自衛官－日本のシビリアン・コント
ロール論の特質と問題
かきくけこ・編著
3000円 ／A5 ／288頁 ／上製 4-7791-2577-5
C0031 ／9月17日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●日本経済の長期停滞をどう視るか
菊本義治ほか・著
2600円 ／A5 ／194頁 ／上製 4-905261-42-1
C3033 ／9月12日

▼食べもの通信社／03-3518-0622
tabemono@trust.ocn.ne.jp
http://www.tabemonotuushin.co.jp
●食べものが劣化する日本
－命をつむぐ種子と安心な食を次世代に
安田節子・著
1400円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7726-7710-3
C0077 ／9月19日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●現代漁業民俗論
－漁業者の生活誌とライフヒストリー研究
増﨑勝敏・著
3500円 ／A5 ／286頁 ／並製 4-8119-0559-4
C3062 ／9月3日
●地域農業を担う新規参入者
倪鏡・著
2500円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-8119-0558-7
C3061 ／9月3日
●湿地教育・海洋教育
－持続可能な社会のための環境教育シリーズ
阿部治、朝岡幸彦・監修, 朝岡幸彦・編著
2000円 ／A5 ／150頁 ／並製 4-8119-0560-0
C3037 ／9月12日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●世耕弘一－人と時代
荒木康彦・著
2000円 ／46 ／184頁 ／上製 4-7989-1577-7
C3023  ／9月11日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com/
●古閑章著作集 第二巻「蒼い月」
古閑章・著
1500円 ／A5 ／214頁 ／並製 4-86124-406-3
C0093 ／9月20日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●新小学校漢字1026字  音読で楽しく学べる漢
字童話
井上憲雄・著
1200円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7807-1940-6
C6037 ／9月8日
●世界に誇る日本国憲法 究極の具現化
新生「菜園家族」日本－東アジア民衆連帯の要
小貫雅男, 伊藤恵子・著
2500円 ／A5 ／384頁 ／並製 4-7807-1945-1
C0036 ／9月26日
●変革の理念は未来型社会を現実にする
－ヘーゲルに学ぶ理想と現実の統一
古瀬昭男・著
1000円 ／46 ／112頁 ／並製 4-7807-1942-0
C0036 ／9月14日
●日本の科学者10月号  vol.54 
JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議  編集・発行
741円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1352-7
C9336 ／9月20日
●理科教室  2019年10月号（No.778）vol.62
科学教育研究協議会・編
926円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1542-2
C9340／9月20日
●作文と教育  2019年10月号
日本作文の会・編
844円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1730-3
C9337 ／9月20日

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●ロヒンギャ難民100万人の衝撃
中坪央暁・著
4000円 ／46 ／552頁 ／並製 4-8396-0317-5
C0030 ／9月2日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●性別違和・性別不合へ
針間克己・著
1600円 ／46 ／152頁 ／上製 4-8461-1915-7
C0036 ／9月2日
●東京五輪がもたらす危険
東京五輪の危険を訴える市民の会・編著
1800円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-8461-1914-0
C0036 ／9月13日
●僕の街に「道路怪獣」が来た
－現代の道路戦争
山本俊明・著
2200円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8461-1917-1
C0036 ／9月25日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●佐藤洋二郎小説選集一－「待ち針」
佐藤洋二郎・著

2000円 ／46 ／336頁 ／上製 4-8460-1821-4
C0093 ／9月6日
●キャッスルフォード－論創海外ミステリ
J・J・コニントン・著, 板垣節子・訳
3400円 ／46 ／424頁 ／上製 4-8460-1853-5
C0097 ／9月6日
●魔女の不在証明－論創海外ミステリ
エリザベス・フェラーズ・著, 友田葉子・訳
2500円 ／46 ／280頁 ／上製 4-8460-1835-1
C0097 ／9月6日
●日本人の七不思議
烏賀陽正弘・著
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8460-1862-7
C0095 ／9月6日
●ノーサイドに乾杯！
－ラグビーのチカラを信じて
松瀬学・著
1500円 ／46 ／264頁 ／並製 4-8460-1872-6
C0095 ／9月15日
●真田幸村－立川文庫セレクション
加藤玉秀・著
1800円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1858-0
C0093 ／9月28日
●現代と著作権
堀之内清彦・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-1856-6
C0036 ／9月15日
●ペイター藝術とその変容
－ワイルドそして西脇順三？
伊藤勳・著
5500円 ／A5 ／338頁 ／上製 4-8460-1814-6
C0098 ／9月15日
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●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「19年10月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「10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
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