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●ほんのひとこと

国会図書館は我々を自由にしてくれるのか？

●出版協理事

廣嶋武人
ぺりかん社

国会図書館が、令和３年３月２５日
の納本制度審議会の答申に基づきオン
ライン資料の全面収集を始めるとのこ
と。
今までの状態との大きな違いは、有
償のものであっても、ＤＲＭ（デジタ
ル著作権管理）が付されているもので
もＤＲＭを外した上でその対象となる
ことだ。
今までと変わらないのは、その補償
で、納本義務者が国会図書館に収集可
能なＵＲＬとメタデータを通知する場
合の「自動収集」
、国会図書館のシス
テムを使ってアップロードする「送信」
に関しては無償、記録媒体に格納して
収集する「送付」の場合は媒体費用と
送料が補償されるという。
納本義務者にとって紙の本の場合、
納本は金銭的に補償がされているため、
動機付けにはなっているが、「送付」
以外の場合の“作業”が動機付けにな
るとは考えにくい。果たして所期の目
的を達することが可能なのかどうか少々
疑問ではある。
加えて元々ある疑念―国会図書館
に電子データをそのまま渡してしまう
と販売に影響が出てしまうのではない
かという疑念がやはり拭い切れない。
そのためか、収集除外対象として、
営利企業で構成する組織が運営するリ
ポジトリ（収納先、保管先）を認める
方向だという。
こうした疑念や反応の底には、国会
図書館に権限や資源が集中していくこ
とにあるのではないだろうか。
それはなぜだろうか。
ここで国会図書館の存在根拠である
「国立国会図書館法」の第一章を見て
みよう。
〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B

＊＊＊＊＊
第一章 設立及び目的
第一条 この法律により国立国会図書
館を設立し、この法律を国立国会図書
館法と称する。
第二条 国立国会図書館は、図書及び
その他の図書館資料を蒐集し、国会議
員の職務の遂行に資するとともに、行
政及び司法の各部門に対し、更に日本
国民に対し、この法律に規定する図書
館奉仕を提供することを目的とする。
第三条 国立国会図書館は、中央の図
書館並びにこの法律に規定されている
支部図書館及び今後設立される支部図
書館で構成する。
＊＊＊＊＊
この第二条でわかることは、
「図書
資料蒐集」が第一義的には「国会議員
の職務の遂行に資する」ためであり、
次に「行政及び司法の各部門に対し」
であり、最後に「日本国民に対し」て、
であるからではないだろうか。
同法は「第六章 調査及び立法考査
局」
、
「第七章 行政及び司法の各部門
への奉仕」
、
「第八章 一般公衆及び公
立その他の図書館に対する奉仕」となっ
ていて、名は体を表すように、国会＝
議会に付帯している図書館なのであっ
て、
「日本国民に対し」ては、三番目
に奉仕することになる。
また、かつての「長尾構想」
（長尾
元館長が私案として発表した、国会図
書館の蔵書をスキャンし、少額料金で
貸し出せるようにするという電子図書
館構想。我々も含め業界が騒然となっ
た）の際に明らかになったように、館
長の権限と裁量は意外に大きくかつ、
その人事には実質的に衆議院議長の意
向が大きく反映される。

国内でさまざまな意味で最大の図書
館が “議会付属図書館” なのだ。
「National Library」 ではなくて、
「National Diet Library」なのだ。
この事態を含みこんだ上で、果たし
てコレでいいのだろうか。
図書館をめぐっては、
「業者任せに
したら、郷土史の蔵書が廃棄されて、
廃棄同然の古本が新たな蔵書になった」
「図書館員のほとんどが派遣や外注だ」
「見た目はきれいな図書館が建ったが
蔵書が直射日光にさらされて、あっと
いう間に傷んでしまう」
「蔵書の貸し出
し回数で評価されてしまう」
「無料で読
める貸本屋だ」などなど、本来あるべ
き図書館の姿や事態とかけ離れている
事案、悲劇（ときには喜劇！）が多々
発生しているのは、図書館と司書をは
じめとする職員に対する、理想や敬意
が欠落してきているからではないか。
その状況を変えるためにも、実質的
に「National Library」である国会
図書館が自主性と独立性と専門性を担
保されることによって、他の図書館に
も反映されていくと考えられないだろ
うか。
時代とともに必要な資源、知識が変
わっていくこともあろうが、その館（≒
組織）の本来の理念（≒ミッション）
を思い出す必要があるのではないだろ
うか。
ちなみに「国立国会図書館法」の前
文（？）は、次のような文言である。
「国立国会図書館は、真理がわれらを
自由にするという確信に立つて、憲法
の誓約する日本の民主化と世界平和と
に寄与することを使命として、ここに
設立される。
」
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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／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室 3月号（No.837）―脱線を楽
しむ授業③
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-032-9／2月7日
●農村医療から世界を診る―良いケアのために
色平哲郎・著
2200円 ／46 ／378頁 ／並製 4-87154-202-9
C3036 ／2月1日

▼出版社名（50音順） ●書名―サブタイトル／著者など
本体価格／判型／頁数／製本形態
／FAX番号
e-mailアドレス／URL ISBN（978省略）／発行予定

1400円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7726-1490-0
C0036 ／2月下旬
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●国家と実存―「ユダヤ人国家」の彼方へ
立川健二・著
3000円 ／46 ／312頁 ／並製 4-7791-2797-7
C0095 ／2月3日
●僕は美しいひとを食べた
チェンティグローリア公爵・著, 大野露井・訳
2400円 ／46 ／280頁 ／上製 4-7791-2784-7
C0097 ／2月3日
●ソール・ベロー 都市空間と文学
日本ソール・ベロー協会・編
3500円 ／46 ／324頁 ／上製 4-7791-2810-3
C0098 ／2月10日
●アラビアのマリア・テレジア銀貨
山﨑祐輔・著
3500円 ／46 ／396頁 ／並製 4-7791-2804-2
C0022 ／2月16日
●ブラック・ライヴズ・マター運動 誕生の歴史
バーバラ・ランスビー・著, 藤永康政・訳
3500円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7791-2785-4
C0022 ／2月16日
●「花の波動」で幸せな人生を手に入れる
YOKOKO・著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2802-8
C0030 ／2月25日

●食べもの通信 3月号 613号
―特集：和風レシピでも十分カルシウムとれま
す、原発事故11年目 命と暮らしはいま
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7153-8
C0036 ／2月20日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●日本農業5.0
玉真之介・著
1500円 ／46 ／136頁 ／並製 4-8119-0613-3
C0061 ／2月10日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●想像のさまざま
松永澄夫・著
7600円 ／A5 ／866頁 ／上製 4-7989-1721-4
C3031 ／2月1日
▼アルファベータブックス／
●NPO実践マネジメント入門〔第3版〕
03-3239-1851
公益財団法人パブリックリソース財団・編
alpha-beta@ab-books.co.jp
2800円 ／A5 ／312頁 ／並製 4-7989-1747-4
https://alphabetabooks.com
C3036 ／2月15日
●ヒギンズさんが撮った京王帝都電鉄―コダク
●大学進学にともなう地域移動
ロームで撮った1950〜70年代の沿線風景
―マクロ・ミクロデータによる実証研究
J.Wally Higgins・写真, 安藤功・解説
遠藤健・著
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-880-2
3600円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1749-8
C0026 ／2月28日
C3037 ／2月20日
▼三一書房／03-6268-9754
●インドネシアのイスラーム基礎学習の組織的
info@31shobo.com
▼解放出版社／06-6581-8552
展開―学習テキストの創案と普及
http://31shobo.com
hanbai@kaihou-s.com
中田有紀 ・著
●エルフリーデの十字架
http://www.kaihou-s.com
3300円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1750-4
神居卓・著
●テクノロジーと差別
C3037 ／2月20日
1800円 ／46 ／192頁 ／上製 4-380-22000-5
宮下萌・編著, 明戸隆浩、石川優実ほか・著
●原発事故避難者はどう生きてきたか
C0093 ／2月28日
2400円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7592-6801-0
―被傷性の人類学
●会員社一覧【2022年2月現在●73社】
C0036 ／2月10日
竹澤尚一郎・著
【あ】
現代企画室▼社会評論社／03-3818-2808
新泉社
【ま】
道玄坂書房
2800円 ／A5 ／368頁 ／並製 4-7989-1733-7
あけび書房
現代書館 book@shahyo.com
水声社
明月堂書店
▼現代書館／03-3262-5906
C3036 ／2月15日
梓出版社
現代人文社
随想舎
めこん
【な】
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
http://www.gendaishokan.co.jp
●多言語教育に揺れる近代日本
ありな書房
皓星社
数学書房
木犀社
南方新社
●生命の谺―川端康成と「特攻」
下絵津子・著
アルファベータブックス 合同出版 ●現代に生きるマルクス―思想の限界と超克を
スタジオタッククリエイティブ
コスモの本ヘーゲルの発展から考える
【や】
一光社
青灯社
【は】
多胡吉郎・著
3200円 ／A5 ／264頁 ／上製 4-7989-1740-5
パイインターナショナル 唯学書房
こぶし書房中井浩一・著
世織書房
2700円 ／46 ／344頁インパクト出版会
／上製 4-7684-5916-4
C3037 ／2月25日
コモンズ
白澤社
有志舎
せりか書房
2700円 ／A5 ／292頁 ／並製 4-7845-1887-6
C0095 ／2月中旬
●高等女学校における良妻賢母教育の成立と展開
晩成書房
【か】
千書房
C0030
／2月7日
―教育理念・修身教科書・学校生活の総合的研究
【さ】
ひとなる書房
【ら】
海象社
創森社
▼合同出版／042-401-2930
姜華・著
桜井書店 ●フレイザー金枝篇のオントロギー
批評社
緑風出版
解放出版社
創土社
彩流社
風濤社
ロクリン社
海鳴社
草風館
―文明を支える原初性
eigyo@godo-shuppan.co.jp
5200円 ／A5 ／352頁 ／上製 4-7989-1745-0
三一書房
風媒社
論創社
花伝社
石塚正英・著
http://www.godo-shuppan.co.jp
C3037 ／2月28日
三元社
ブロンズ新社
雁思社
【た】
3400円 ／A5
／436頁 ／上製
4-7845-1886-9
●イラスト版 幼児期のライフスキルトレーニング
●居住福祉を学ぶ, 新居住福祉ブックレット①
自然食通信社
ぺりかん社
吉夏社
知泉書館
C0030
／2月7日
―気になるコミュニケーションと行動への対応
岡本祥浩・著
社会評論社
北樹出版
気天舎
筑波書房
出版人
ポラーノ出版
教育史料出版会
柘植書房新社
平岩幹男・著
1200 円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1725-2
松柏社
本の泉社
東信堂
▼創森社／03-5228-2410
1700円 ／B5 ／120頁健学社
／並製 4-7726-1484-9
C3036 ／2月28日
新宿書房
ほんの木
同時代社
健康と良い友だち社
hanbai@soshinsha-pub.com
C0037 ／2月下旬
●ふるさとの原風景をふたたび―歴史遺産を活
●発達障がい児支援がワンランクアップする http://www.soshinsha-pub.com
かした地域づくり, 新居住福祉ブックレット②
315の工夫―児発・放デイの現場で実践されて ●のんちゃんのよっつのきせつ
黒田睦子・著
野末信子・原作, 森島いずみ・文, 森島つき・絵 1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1754-2
いる子ども視点の対応策
1400円 ／B5 ／40頁 ／上製 4-88340-354-7
山本登志哉、渡辺忠温・編著
C3336 ／2月28日
C8793 ／2月17日
2400円 ／B5 ／156頁 ／並製 4-7726-1488-7
●ウトロ・強制立ち退きとの闘い, 新居住福祉
C0037 ／2月下旬
ブックレット③
▼食べもの通信社／03-3518-0622
●ぼくはロヒンギャ難民。
斎藤正樹・著, 中山和弘・写真
「消費税総額表示」
に反対です。
る本」
のリストです。
tabemono@trust.ocn.ne.jp
―差別され、迫害され、故郷を追われた人びと ●出版協は一貫して
1200円
／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1752-8
本紙ではもちろん、
従来どおり
「本体価格」
（ 私た
●このリストから注文される場合、
それぞれの出
出版協BOOKSを利用される
https://www.tabemonotuushin.co.jp
小峯茂嗣・著
C3336
／2月28日
ちの主張では
「定価」
）
での表示を継続しています。
版社に直接、
FAXかEメールを送って下さい。
皆様へ
●これは、
出版協加盟の出版社が
「22年2月」
に出
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。
版 す る 予 定 の 書 籍・雑 誌 を 紹 介 し た
「2月に出

02—新刊選2202／112号（通巻336号）

2月に出る本／出版協BOOKS
●地域を基盤とした福祉のしくみ―イタリアの
取り組みから, 新居住福祉ブックレット④
野村恭代・著
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1753-5
C3336 ／2月28日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●世界遺産 奄美
小野寺浩・著
1800円 ／A5 ／234頁 ／並製 4-86124-456-8
C0025 ／2月20日
●鹿児島の小説・名作ガイド,
古閑章著作集 第七巻, 文学評論3
古閑章・著
2000円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-86124-461-2
C0093 ／2月中旬
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●諺から学ぶ日本語と中国語
菫紅俊・監修
1400円 ／A5 ／190頁 ／並製 4-8331-4155-0
C0087 ／2月15日
●古地図で楽しむ首里・那覇
安里進、外間政明・編著
1700円 ／A5 ／150頁 ／並製 4-8331-4297-7
C0025 ／2月28日
●キネマと白球 なごや昭和寫眞帖
長坂英生・著
1600円 ／A5 ／並製 4-8331-4295-3
C0021 ／2月28日
▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●八ヶ岳山麓―山小屋の愉しみ
出井得正・著
1364円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7807-1837-9
C0078 ／2月5日
●こども環境学研究 Vol.17,No.3（C.N.49）
Winter2021
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／100頁 ／並製 4-7807-2019-8
C3036 ／2月10日
●作文と教育 2022年2・3月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1748-8
C0337 ／2月10日
●理科教室 2022年3月号（No.807）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1571-2
C0340 ／2月20日
●日本の科学者3月号 vol.57
―JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2064-8
C0336 ／2月20日
●良の季節―「南紀州」三部作完結編
祥賀谷悠・著
1818円 ／A5 ／上製 4-7807-1838-6
C0093 ／2月23日
●本当に、マルクスは書いたのか、エンゲルス

は見落としたのか（仮）―不破哲三氏の論稿
「再生産論と恐慌」の批判的検討
川上則道・著
2273円 ／A5 ／並製 4-7807-1839-3
C0033 ／2月下旬
●明治維新と噺家たち
―江戸から東京への変転の中で
柏木新・著
1818円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7807-1836-2
C0076 ／2月下旬
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●中朝国境都市・丹東を読む
―私は今日も国境を築いては崩す
姜柱源・著, 市村繁和・訳
2400円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8461-2202-7
C0026 ／2月7日
●LGBTヒストリー―そうだったのか、現代日
本の性的マイノリティー
永易至文・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8461-2121-1
C0036 ／2月下旬
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●ポル・ポトの悪夢―大量虐殺はなぜ起きたの
か, 論創ノンフィクション18
井上恭介、藤下超・著
2200円 ／46 ／296頁 ／並製 4-8460-2097-2
C0036 ／2月2日
●続・最後の場所10号
菅原則生・編
1000円 ／A5 ／78頁 ／並製 4-8460-2136-8
C0095 ／2月3日
●モンゴルはどこへ行く
窪田新一・編著
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-2131-3
C0025 ／2月3日
●リプトン自伝
トーマス・リプトン・著, 野口結加・訳
2800円 ／46 ／332頁 ／上製 4-8460-2125-2
C0023 ／2月3日
●ヒューマニズムとフェミニズムの後に来るもの
匠雅音・著
3800円 ／46 ／376頁 ／上製 4-8460-2119-1
C0036 ／2月18日
●飛鳥高探偵小説選Ⅵ, 論創ミステリ叢書127
飛鳥高・著
3600円 ／A5 ／344頁 ／並製 4-8460-1839-9
C0093 ／2月18日
●歩いて走ってジャンプして―私が生きてきた道
松田敏子・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8460-2133-7
C0095 ／2月24日
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alpha-beta@ab-books.co.jp
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https://alphabetabooks.com
●ヒギンズさんが撮った西武鉄道―コダクロー
ムで撮った1960～70年代の沿線風景
J.Wally Higgins・写真, 安藤功・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-879-6
C0026 ／1月27日
●今だから！ 植木等―“東宝クレージー映画”と
“クレージー・ソング”の黄金時代
高田雅彦・著
3200円 ／A5 ／416頁＋口絵8頁 ／並製
4-86598-095-0 C0074 ／1月18日
●新版 名曲この一枚
西条卓夫・著
2500円 ／46 ／330頁 ／並製 4-86598-093-6
C0073 ／1月26日
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●ごめん！ 聞いてごめんな
―みやらけの人々の聞き取り
大賀喜子・編著
2400円 ／A5 ／336頁 ／並製 4-7592-4304-8
C0036 ／1月27日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●渋沢栄一と松平定信
植村美洋・著
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7684-5912-6
C0023 ／1月14日
▼合同出版／042-401-2930
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●紛争・迫害の犠牲になる難民の子どもたち
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）・著
2800円 ／B4変 ／152頁 ／上製
4-7726-1475-7 C0036 ／1月21日
●耳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
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 ／上製
4-7726-1482-5 C8637 ／1月中旬
●昭和の犬 ジョンとの約束
―少年が獣医師になると決めたあの日
今西乃子・著
1500円 ／A4変 ／144頁 ／上製
4-7726-1481-8 C8095 ／1月19日
●①きおくはかんぺき！ こんなおともだちって
すごいね！ ディスレクシアのサミー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1457-3
C8737 ／1月21日
●②ひらめきでなぞとき！ こんなおともだちっ
てすごいね！ ADHDのイジー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1458-0
C8737 ／1月21日
●③でんしゃはかせにおまかせ！ こんなおと
もだちってすごいね！ 自閉スペクトラム症の
チャーリー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1459-7
C8737 ／1月21日
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●④ドキドキにまけない！ こんなおともだちっ
てすごいね！ 不安症のルビー
トレーシー・パッキアム・アロウェイ・著
1800円 ／A4変 ／28頁 ／上製 4-7726-1460-3
C8737 ／1月21日
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C0030 ／1月14日
●サステナビリティの経営哲学―渋沢栄一に学ぶ
十名直喜・著
2500円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-7845-1592-9
C0030 ／1月14日
●はじまりの哲学―アルチュセールとラカン
伊吹浩一・著
2500円 ／A5 ／372頁 ／並製 4-7845-1883-8
C0030 ／1月14日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●スットン経
諏訪哲史・著
1500円 ／46 ／244頁 ／並製 4-8331-2110-1
C0095 ／12月22日
●愛知の昭和30年代を歩く
溝口常俊・著
1600円 ／A5 ／178頁 ／並製 4-8331-4294-6
C0021 ／1月14日
●金曜日の戦い
小川雅魚・著
2200円 ／46 ／372頁 ／上製 4-8331-3186-5
C0095 ／1月28日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●メルヴィルに挨拶するために
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
▼随想舎／028-616-6607
3000円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7791-2793-9
hanbai@zuisousha.co.jp
C0097 ／1月12日
https://www.zuisousha.co.jp
●ポーランド児童救済事業の記録
●日光山秘話 知られざる日光の歴史を辿る
―『波蘭児童関係日誌』一九二〇～一九二二年
興雲律院、中川光熹・著
宇都榮子、小笠原強、桜井昭男、菅田理一、村
5000円 ／A5 ／420頁 ／上製 4-88748-398-9
上葵・編著
C0021 ／1月20日
▼本の泉社／03-5810-1582
7200円 ／A5 ／746頁 ／上製 4-7791-2806-6
●塩原温泉 文化財と史跡めぐり
mail@honnoizumi.co.jp
君島久子・監修, 塩原温泉郷土史研究会・編
http://honnoizumi.co.jp
C0026 ／1月20日
●日本・ポーランド関係史Ⅱ―1945～2019年
1500円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-88748-397-2
●半夏生
エヴァ・パワシュ＝ルトコフスカ・著, 白石和
佐田暢子・著
C0021 ／1月25日
子・訳
2182円 ／46 ／312頁 ／上製 4-7807-1833-1
4900円 ／A5 ／608頁 ／並製 4-7791-2805-9
▼食べもの通信社／03-3518-0622
C0093 ／1月8日
tabemono@trust.ocn.ne.jp
●理科教室 2022年2月号（No.806）vol.64
C0022 ／1月20日
●西ネパール・ヒマラヤ 最奥の地を歩く
https://www.tabemonotuushin.co.jp 科学教育研究協議会・編
―ムスタン、ドルポ、フムラへの旅
●食べもの通信 2月号 612号
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1570-5
稲葉香・著
―特集：和菓子にするだけじゃもったいない ア C0340 ／1月20日
2200円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7791-2774-8
ズキはウルトラ健康食
●日本の科学者2月号 vol.57
C0026 ／1月21日
家庭栄養研究会・編
―JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
●優しさをください 新装版ルネサンスPOD版
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7152-1
日本科学者会議・編集, 発行
―連合赤軍女性兵士の日記
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2063-1
C0036 ／1月20日
大槻節子・著
C0336 ／1月20日
2000円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-9031-5
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
▼論創社／03-3264-5232
C0095 ／1月30日
●裏切れない！「蛙」の声が今も聞こえる
http://www.toshindo-pub.com
ronsosya@hanmoto.com
―連合赤軍50年目の対話
●有賀喜左衞門
http://ronso.co.jp
片井博美・著
―社会関係における日本的性格
●写真集 大地と生きる―北米先住民族の矜持
1600円 ／46 ／188頁 ／並製 4-7791-2807-3
熊谷苑子・著
鎌田遵・写真
C0036 ／1月30日
2300円
／A5
／184頁
／上製
4-7989-1708-5
3800円 ／A4変 ／176頁 ／上製
【2022年2月現在●73社】
●会員社一覧
C3036
／1月4日
4-8460-2114-6 C0072 ／1月20日
【あ】
現代企画室
新泉社
【ま】
道玄坂書房
▼桜井書店／03-5803-7356
●嘆きの探偵, 論創海外ミステリ278
あけび書房
現代書館 ●戦後日本の大学教育の回顧と展望
水声社
明月堂書店
梓出版社
現代人文社―自分史と重ねて,
随想舎
めこん
【な】
sakurai@sakurai-shoten.com
東信堂ブックレット5
バート・スパイサー・著, 菱山美穂・訳
ありな書房
皓星社
数学書房
木犀社
南方新社
絹川正吉・著
2800円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-8460-2111-5
http://www.sakurai-shoten.com
アルファベータブックス 合同出版
スタジオタッククリエイティブ
●季刊 経済理論 第58巻 第4号―コロナ危機下
1000円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7989-1756-6
C0097 ／1月20日
コスモの本
【や】
一光社
青灯社
【は】
の財政政策とMMT（現代貨幣理論）
C1330
／1月20日
●五五歳からの哲学・宗教の言葉
パイインターナショナル 唯学書房
こぶし書房
インパクト出版会
世織書房
経済理論学会・編
コモンズ ●教養と大学スタッフ
白澤社
有志舎
せりか書房
船木祝・著
晩成書房
千書房
2000円 ／B5 ／104頁【か】
／並製 4-905261-56-8
―豊かな大学の未来を,
東信堂ブックレット6
1800円 ／46 ／122頁 ／上製 4-8460-2109-2
【さ】
ひとなる書房
【ら】
海象社
創森社
C3033 ／1月20日
絹川正吉・著
C0010 ／1月24日
桜井書店
批評社
緑風出版
解放出版社
創土社
1000円 ／A5
／88頁 ／並製風濤社
4-7989-1757-3 ロクリン社
●別役実の風景
彩流社
海鳴社
草風館
▼社会評論社／03-3818-2808
野田映史・編
三一書房 C1330 ／1月20日
風媒社
論創社
花伝社
三元社
ブロンズ新社
【た】
book@shahyo.com雁思社
2000円 ／46 ／352頁 ／並製 4-8460-2100-9
自然食通信社
ぺりかん社
吉夏社
知泉書館
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
▼ひとなる書房／03-3811-1383
C0074 ／1月25日
社会評論社
北樹出版
気天舎
筑波書房
●社会的連帯経済への道教育史料出版会
hitonaru@alles.or.jp
●田漢と李大釗
出版人
ポラーノ出版
柘植書房新社
―［続］未踏の時代の経済・社会を観る
http://hitonarushobo.jp
田偉・著
松柏社
本の泉社
健学社
東信堂
新宿書房 ●ニュージーランドの保育園で働いてみた
ほんの木
同時代社
健康と良い友だち社
井上良一・著
1200円 ／46 ／184頁 ／並製 4-8460-2132-0
2700円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-7845-1884-5
―子ども主体・多文化共生・保育者のウェル C0074 ／1月25日
ビーイング体験記
●狂える世界と不確実な未来
C0030 ／1月7日
●中国の現代化を担った日本
谷島直樹・著
斎藤直樹・著
―消し去られた日本企業の役割
1700円 ／46 ／224頁 ／並製 4-89464-284-3
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-8460-2101-6
西原哲也・著
C3037 ／1月18日
C0031 ／1月25日
1800円 ／46 ／328頁 ／並製 4-7845-1885-2
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