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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

　消費税総額表示問題、物流運賃負担
金問題、取次配本中４日問題など、直
近数カ月だけでもさまざまなトピック
スがありますが、さて、著作権法改正
問題です。
　すでに色々な媒体で書かれているの
で長々と繰り返しません。今回の法改
正の要点は以下の２つ。①これまで国
会図書館内か、認可された図書館内で
しか見られなかったデジタル化資料を
各家庭の端末にまで配信可能にすると
いうもの。デジタル化の対象になるの
は、市場での入手が困難な「特定絶版
等資料」で、絶版等資料（入手困難資
料）のうち三カ月以内に復刻等の予定
があるものを除いたもの。こちらは補
償金ナシ。②これまで図書館の複写物
は図書館で現物を渡すか、複写物を郵
送するしかできなかったものを、メー
ルやファックス、ダウンロード等を使っ
て提供できるようにするというもの。
こちらは補償金アリ。
　両方とも３月５日に閣議決定されま
した。施行は①が公布から１年以内、
②が２年以内。
　詳細はこちら→
https://www.mext.go.jp/b_menu/h
ouan/an/detail/mext_00014.html
　色々な受け止め方があり、懸念の声
も多く聞かれますが、私は（というか
弊社は）今回の法改正、全面的に賛成
です。
　なぜかといえば、法改正されても出
版の売上には影響は出ないと考えてい
ますし、悪影響がないのであれば、私
たちの読者や、読者としての私たちの
利便性が高まったほうがより良いから
です。今回の著作権法改正については、
徹底的に、利用者目線を貫いたほうが
いいと思っています。
　ポイントは、出版売上に響くかどう
か、に尽きますが、問題ないだろうと
見ています。
　まず①入手困難資料について。弊社

の刊行物の場合、紙の在庫も電子書籍
化もしていないものは、ただ単に電子
化が後手に回っているか、コストをか
けても回収できない可能性が高いため、
手をつけられていないかのどちらかで
す。前者については徐々に電子化して
いきますし、後者については、著作権
処理までNDL（国立国会図書館）がやっ
てくれるならご自由にどうぞ、という
考え方です。　 
　②電子的複写物の提供サービスにつ
いては、例えば家族で前後半に分けて
複写したら、全部データをとられてし
まうのではないか……という懸念の声
も聞きましたが、これは紙のコピーも
一緒です。それに常識的に考えて、本
一冊を丸ごと複写するというのは、入
手困難な資料でなければ、あり得ない
のではないでしょうか。
　鷹野凌さんがこちらの記事→
https://hon.jp/news/1.0/0/30033
でも言及されていますが、本一冊をコ
ピーしてもらう料金は、たいてい、そ
の本を買う費用よりも割高です。普通、
同等以上の値段なら全文コピーするよ
り本を買うでしょう。
　それでなくても、スキャンやデータ
送信に関する人件費、補償金支払いを
含めた指定管理団体への対応も、図書
館の限られた人手の中でしなければな
らないとすれば、予算不足と人手不足
に苦労している多くの図書館に、民業
を圧迫するほどの大規模なスキャンと
バラマキができるとは、とうてい考え
られません。
　３月５日に公開された条文案では、
補償金の具体的な金額までは示されて
いないものの、文案の段階でかなり細
かく指定されていて（図書館側への研
修、利用者登録の徹底、DRM（デジ
タル著作権管理）をかける、等）民業
にもかなり配慮されていることがわか
ります。
　「進め方が速すぎる、拙速だ」とい

う声も聞きますが（日本出版者協議会
総会にて）、むしろ今までの対応が、
世界標準から見ると周回遅れの周回遅
れのさらに周回遅れなのです。コロナ
でも何でも使える機会は使って、スピー
ド感をもって進めることは、至極真っ
当なことではないでしょうか（自分の
商売だったらそうします）。今後もこ
の法改正にかんする文化庁の動きは注
視しますし、補償金が不当に低い金額
になるようなことがあれば（上記の理
由から、そんなことはあり得ないと思
うわけですが）その時はその時で、堂々
と正面切って抗議すればいいことでしょ
う。
　と、好き勝手書きましたが、言いた
いことはとても単純です。出版社はい
い本を作って売るということを、ちゃ
んと持続すればいいのです。法改正が
私たちの出版事業を不当に害するなら
ば戦いますが、今回の改正は、そうい
う類のものではありません。コロナの
中で本当に困っていた現場からの声で、
動き始めたものです。そこで「民業圧
迫」をお題目に、利用者にとって不便
な法律を堅持しようとしても、読者の
理解は得られないと思います。もし出
版社が立ち行かなくなるとすれば、そ
れは法律のせいでも、図書館のせいで
も、ましてや読者のせいでもないでしょ
う。私は、「コピー？　じゃんじゃん取っ
ていいよ。ま、全部読む価値のある本
だから、買った方がお得だと思うけど
ね」というスタンスでいたい。
　そして、自分たちもうんと電子送信
サービスを利用して、新しい本を作り
たいし、そういうプラス面の方にむし
ろ興味を惹かれます。
　これは弊社の意見であり、日本出版
者協議会の会としての意見とは異なる
ことをお断りしておきますが、ここか
ら議論を始めることができたらいいと
思っています。黙殺されないことを願っ
て稿を終えます。

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



ハンナ・ウィルソン・著, 片神貴子・訳
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3200円 ／46 ／300頁 ／上製 4-7791-2744-1
C0098 ／3月25日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
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2800円 ／B6 ／300頁 ／並製 4-7845-1151-8
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手嶋潤一・著
2800円 ／A5 ／292頁 ／上製 4-88748-388-0
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●食べもの通信  3月号  602号
－特集：最近のアレルギーの実態と予防と改善
のポイント
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7142-2
C0036 ／3月20日
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●農産物市場開放と日本農業の進路
川久保篤志・著
3000円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-8119-0591-4
C3061 ／3月1日
●米食の変容と展望
青柳斉・著
1800円 ／A5 ／156頁 ／並製 4-8119-0590-7
C3061 ／3月1日
●都市農村交流事業による地域づくり
阪井加寿子・著
1800円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-8119-0593-8
C3033 ／3月18日
●若者を地域の仲間に！ 秘訣をつかむハンド
ブック
小林悠歩、筒井一伸・編著, 中川玄洋・著
1500円 ／B5 ／135頁 ／並製 4-8119-0592-1
C0036 ／3月26日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
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http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru
●こまった時はわらべうた うれしい時もわらべ
うた－0歳から150選全曲音源つき
わらべうたネットワーク うたぼっこの森・編著
2000円 ／B5 ／144頁 ／並製 4-89464-275-1
C2037 ／3月5日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●名古屋の江戸を歩く
溝口常俊・著
1600円 ／A5 ／157頁 ／並製 4-8331-0195-0
C0025 ／3月15日

▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●語り継ぐ東京大空襲－３月10日、夫・子・母
を失う  炎の中､娘は背中で……【改訂版】
鎌田十六、早乙女勝元・著
500円 ／A5 ／48頁 ／並製 4-7807-1992-5
C0336 ／3月3日

02—新刊選2103／101号（通巻325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「21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。
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▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●南海電鉄沿線アルバム－昭和～平成
寺本光照・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-868-0
C0026 ／3月1日

▼海象社／03-6868-4061
https://www.kaizosha.co.jp
●改訂版　石橋をたたいて渡るネット株投資術
－コロナ下でもしっかり利益
三橋規宏・著
1460円 ／46 ／220頁 ／並製 4-907717-58-2
C0033 ／3月12日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●ロマ民族の起源と言語
－インド起源否定論批判
金子マーティン・著
1600円 ／46 ／184頁 ／並製 4-7592-6343-5
C0036 ／3月25日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●白河藩, シリーズ藩物語（別冊）
植村美洋・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7301-6  C0321 ／3月15日
●脱「いい子」のソーシャルワーク
－反抑圧的な実践と理論
竹端寛・茨木尚子ほか・著
2200円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7684-3582-3
C0036 ／3月14日
●季刊 福祉労働170号
－特集:「個別最適化された学び」で能力主義が
進む, GIGAスクール構想の陰で
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-7684-2370-7
C0330 ／3月22日
●芸能の原郷  漂泊の幻郷, 朝倉喬司芸能論集成
朝倉喬司・著
12000円 ／A5 ／968頁 ／上製
4-7684-5891-4  C0076 ／3月下旬

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●地球環境博士になれるピクチャーブック①
－地球を汚すごみをアップサイクリングで循環
させる  第1巻



●ウイルス感染症のパンデミックと国民生活　
－食によるコロナ対策の科学的エビデンス
林利光・著
1000円 ／46 ／128頁 ／並製 4-7807-1991-8
C0047 ／3月3日
●こころの病は人生もよう
－統合失調症・ユング・人類精神史
尾関夢子、尾関周二・著
1819円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7807-1989-5
C0047 ／3月18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 ／344頁 ／上製 4-7807-1987-1
C0098 ／3月18日
●日本の科学者4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 4-7807-2053-2
C0336 ／3月20日
●理科教室  2021年4月号（No.796）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1560-6
C0340 ／3月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●地域における鉄道の復権
－持続可能な社会への展望
宮田和保、桜井徹、武田泉・編著
3200円 ／A5 ／320頁 ／上製 4-8461-2105-1
C0065 ／3月13日
●プロブレム Q&A  プラスチックごみ問題入門

（仮）－安心して暮らせる未来のために
栗岡理子・著
1800円 ／A5変 ／192頁 ／並製
4-8461-2106-9  C0336 ／3月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●カルトの子－心を盗まれた家族,
論創ノンフィクション9
米本和広・著
2200円 ／46 ／320頁 ／並製 4-8460-2014-9
C0036 ／3月1日
●月影花之丞大逆転,
K.Nakashima selection 34
中島かずき・著
1500円 ／46 ／138頁 ／上製 4-8460-2025-5
C0074 ／3月3日
●東日本大震災と原発事故からの10年
－災害現場の初動から真の復興、そしてウィズ
コロナの未来へ向けて 
東日本国際大学健康社会戦略研究所・編
3000円 ／46 ／544頁 ／並製 4-8460-2024-8
C0036 ／3月6日
●佐左木俊郎探偵小説選Ⅱ,
論創ミステリ叢書125
佐左木俊郎・著, 竹中英俊、土方正志・編
3400円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-8460-1927-3
C0093 ／3月13日
●女性と戦後司法
－裁判官、女性がおわかりですか？
中村久瑠美・著

3800円 ／46 ／440頁 ／上製 4-8460-2013-2
C0032 ／3月14日
●定点観測  新型コロナウイルスと私たちの社
会 2020年後半, 論創ノンフィクション10
森達也・編著
2000円 ／46 ／424頁 ／並製 4-8460-2015-6
C0036 ／3月15日

─2月に出た本

▼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

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●東武鉄道大追跡
岸田法眼・著
2900円 ／A5 ／608頁 ／並製 4-86598-084-4
C0026 ／2月10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4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8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

▼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
●読むトレGO！ DX
平岩幹男・監修
16800円 ／A5 ／192頁 ／並製
4-7726-3066-5  C0037 ／2月5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
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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26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
渡邉利夫・著
7000円 ／A5 ／824頁 ／上製 4-7791-2712-0
C0022 ／2月26日
●食と移動の文化史
－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26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
2400円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1674-3
C3037 ／2月5日
●大正新教育の実践
橋本美保、田中智志・編著
4200円 ／A5 ／461頁 ／並製 4-7989-1681-1
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5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
●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
●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北島滋・
著
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1672-9
C3036 ／2月25日

▼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
●おおすみ事件
大内要三・著
1200円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-7807-1990-1
C0032 ／2月20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

▼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
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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
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】


