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●ほんのひとこと

書店さん、オンラインで商談してみませんか？
●出版協理事

三芳寛要

パイ インターナショナル

新型コロナの影響で、多くの出版社
は書店への訪問営業を自粛しています。
5 月末現在、緊急事態宣言が解除され
たものの、当社はいまだ自粛中です。
厳しい状況の中で、本の流通に携わっ
ているみなさん、書店で働くみなさんも、
日々、難しい判断を続けながら営業さ
れていることと思います。本を人々へ
届けるみなさんへ、心から感謝と敬意
を表します。
さて、出版社の営業担当は、書店訪
問が難しい中でも、新刊や既刊の案内
を届けたい一心で、電話やメール、FAX、
DM といった手段で書店へ連絡を続け
ています。ですが書店の現場は今まで
以上に多忙であり、こうした出版社か
らの連絡に対応することも難しい。本
は売れているのに、出版社とのコミュ
ニケーションが薄くなったことで、店
頭の品揃えも薄くなってきた、という
声も聞きます。こうした状況はいつま
で続くのか。1 年か、2 年か。コロナ
禍がいつか終焉を迎えたとしても、今
私たちが経験している「ニューノーマル」
と呼ばれる生活様態は、後戻りのでき
ない影響を私たちに与えるでしょう。
いわば私たちは、コロナ禍をきっか
けに、新しい時代を作り出そうとして
いるわけですが、これまでのような手
段を用い続けていてよいのか。今後
10 年、20 年先を考えた時に、書店・
出版社が、安全で、効率が良く、持続
可能なコミュニケーションを行う手段
はないだろうか。
そう考えていた時に、ある出版社の
方が SNS 上で「Web 商談会ってどう
だろう？」と、つぶやいているのを目
にし、そういえば、と思い出したこと
がありました。毎年イタリア・ボロー
ニャで行われている児童書のブックフェ
アのことです。世界中から多くの出版
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社が集まって版権売買の商談を行う場
ですが、今年は当然、中止となりました。
しかし、商魂たくましい欧米の出版社
から、
「Skype で商談をしませんか？」
というアポイントのメールが来たのです。
アポイントは「Calendly」というツー
ルを利用していました。相手の空いて
いる時間をカレンダーから選んで、予
約すればアポ完了。お互いの候補日を
メールなどで何度もやりとりする必要
なくアポが取れる便利なツールです。
出版社同士がオンラインでこうした
商談ができるのなら、出版社と書店で
もできるはずです。また、オンライン
商談会は単にリアルの商談会の代替手
段ではなく、オンラインならではの良
さもあります。コミュニケーションの
密度はリアルにはかないませんが、例
えば「北海道の書店員さんが沖縄の出
版社にも気軽に会える」という、距離
の制約を取り払える魅力があります。
リアルな商談会では、会場を借りるハ
コ代や、出版社も書店も出張する時間・
費用がかかり、丸一日、拘束されます。
そのため、書店さんも店長クラスの方
が商談会にいらっしゃることが多い。
しかしオンラインではそうしたコスト
がかからないため、例えば児童書担当
の書店員さんが、数時間だけ児童書の
出版社と商談するなど、気軽に参加で
きます。
この気軽さは出版社側も同様で、例
えば総合出版社の場合、様々な分野の
出版物を紹介したい。リアル商談会で
は空間的な制約があるため細かい分野
別にブースを出展するということは難
しいですが、オンラインであれば、文芸・
芸術・児童・コミックといった、細か
い分野別にブースを出展することもで
きます。
空間的な制約だけでなく、時間的な

制約もありません。なにしろハコ代が
かかりませんから、1 日だけの開催と
限定せず、3 日間でも 5 日間でも、出
版社は出展日を設けたっていいのです。
1 日だけの開催だと書店さんも都合を
合わせにくいですし、合わせられたと
しても人気のある大手の出版社にアポ
が集中してしまい、中小へのアポは後
回しになることが予想されます。しか
し複数日の候補日があれば、中小への
アポも入る余地がありそうです。仮に
アポの数が少なかったとしても、リア
ル商談会のように待ちぼうけになるこ
ともありません。なにしろ在宅勤務し
ているくらいですから、空いた時間は
仕事をしていればいいのです。
そして何より大切なことは、新規の
出会いの場を持てる、ということだと
思っています。今現在は、過去に築い
た人脈、つながりの中で、なんとかコ
ミュニケーションをとっていますが、
商売は、新規の出会いがなければジリ
貧です。細い蛇口でもいいので、新た
な出会いの場を持ちたい。
実はこのアイデア、実現に向けてす
でに動き出しています。現在 30 社ほ
どの出版社が参加を表明し、議論を始
めています。例えば流通に関しては、
取次流通はもちろん、直取引など多様
な流通形態を持つ出版社や書店が参加
できるようにしたい。また商談会に参
加できない書店でも、注文を受けられ
るような仕組みを、商談会の特設サイ
トに持たせられないか、というアイデ
アも出ています。近いうちに、詳細を
出版協のウェブサイト上でも告知致し
ます。書店のみなさん、その際はぜひ
ともご参加ください。
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ISBNは冒頭の「978-」を
省略して掲載しています
▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●共生微生物からみた新しい進化学
長谷川政美・著
2800円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-87525-350-1
C3045 ／6月22日
●特許を巡る企業戦争最前線
岡崎信太郎・著
1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87525-351-8
C0032 ／6月30日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●新型コロナウイルス人災記
－パンデミックの31日間
川村湊・著
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-5884-6
C0036 ／6月上旬
●風刺画とジョークが描いたヒトラーの帝国
若林悠・著, 芝健介・監修
2200円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7684-5881-5
C0022 ／6月上旬
●今ひとたびの高見順－最後の文士とその時代
山田邦紀・著
2600円 ／46 ／304頁 ／上製 4-7684-5880-8
C0095 ／6月下旬
●季刊 福祉労働167号－特集：津久井やまゆ
り園事件が社会に残した「宿題」
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／188頁 ／並製 4-7684-2367-7
C0330 ／6月下旬
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●読むトレGO！
－スモールステップ読む練習帳
平岩幹男・著
1800円 ／B5 ／192頁 ／並製 4-7726-1426-9
C0037 ／6月上旬
●イラスト版 13歳からの自分でできるメンタ
ルケア－心と体をラクにする46のストレスマネ
ジメント
安川禎亮・編著
1700円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1400-9
C0037 ／6月中旬
●発達障害がある子を支える保護者のためのサ
ポートスキル
阿部利彦・著
1500円 ／B5 ／80頁 ／並製 4-7726-1416-0
C0037 ／6月下旬
▼彩流社／03-3234-5932
出版協BOOKSを利用される
sairyusha@sairyusha.com
皆様へ
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http://www.sairyusha.com
●死別の悲しみを乗り越えるために
－体験から学びとること
長田光展・著
1800円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2686-4
C0011 ／6月5日
●順張りスイングトレードの極意
－最強トレーダーの知恵からボラティリティブ
レイクアウト活用術まで！
荻窪禅・著
1400円 ／46 ／206頁 ／並製 4-7791-2685-7
C0033 ／6月5日
●遠い記憶 遠い国－ある旅の記録
金成陽一・著
3000円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7791-2690-1
C0026 ／6月12日
●エリザベス・ボウエン
－二十世紀の深部をとらえる文学
エリザベス・ボウエン研究会・編
3800円 ／A5 ／352頁 ／上製 4-7791-2650-5
C0098 ／6月25日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●西暦二〇三〇年における協同組合－コロナ時
代と社会的連帯経済への道, ダルマ舎叢書Ⅲ
柏井宏之、樋口兼次、平山昇・共同編集
2500円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-7845-1369-7
C0030 ／6月8日
▼スタジオタッククリエイティブ／
03-5474-6202
stc@fd5.so-net.ne.jp
http://www.studio-tac.jp
●レザークラフト 実践技法40
勝村岳（Gak. Leather works）
・監修
3500円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-88393-881-0
C2077 ／6月15日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●鉢で育てるブルーベリー
－植えつけから摘み取りまで
玉田孝人・著
1300円 ／A5 ／114頁 ／並製 4-88340-341-7
C0061 ／6月10日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●よみがえる酪農のまち－足寄町放牧酪農物語
荒木和秋・著
1500円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-8119-0574-7
C3061 ／6月10日
●社会実験としての農村コミュニティづくり－
住民・学生・大学教育との3者統合を目指して
荒樋豊・著
3300円 ／A5 ／294頁 ／並製 4-8119-0575-4
C3061 ／6月10日
●家族農業は「合理的農業」の担い手たりうる
●出版協は一貫して
「消費税総額表示」
に反対です。
か
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。
村田武・著
●これは、
出版協加盟の出版社が
「20年6月」
に出
版 す る 予 定 の 書 籍・雑 誌 を 紹 介 し た
「6月に出
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1500円 ／A5 ／165頁 ／並製 4-8119-0576-1
C3061 ／6月30日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●増補版 食を料理する－哲学的考察
松永澄夫・著
2500円 ／46 ／336 頁 ／上製 4-7989-1633-0
C1010 ／6月15日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●人口減少社会・鹿児島の教育のゆくえ, 新薩
摩学14
古閑章、栗原真孝・編
2000円 ／46 ／284頁 ／並製 4-86124-422-3
C0037 ／6月上旬
●幼女, 古閑章著作集 第四巻 小説４
古閑章・著
1500円 ／A5 ／246頁 ／並製 4-86124-424-7
C0093 ／6月上旬
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●古地図で楽しむ富士山
大高康正・著
1700円 ／A5 ／182頁 ／並製 4-8331-0190-5
C0025 ／6月下旬
●驚愕！ 竹島水族館ドタバタ復活記
小林龍二・著
1200円 ／A5 ／170頁 ／並製 4-8331-1559-9
C0036 ／6月下旬
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●ヒマラヤ縦走－「鉄の時代」のヒマラヤ登山
鹿野勝彦・著
3500円 ／A5 ／434頁 ／上製 4-7807-1969-7
C0075 ／6月5日
●理科教室 2020年7月号（No.787）vol.63
科学教育研究協議会・編集
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1551-4
C0340 ／6月20日
●日本の科学者 7月号 vol.55
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1361-9
C0336 ／6月20日
●作文と教育 2020年6・7月号
日本作文の会・編集
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1736-5
C0337 ／6月20日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●５Gクライシス
加藤やすこ・著
る本」
のリストです。
1800円 ／46 ／188頁 ／並製 4-8461-2010-8
●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。
C0036 ／6月3日
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。

6月に出る本／出版協BOOKS
●安倍・小池政治の虚飾
－コロナ・カジノ・災害対応
横田一・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8461-2012-2
C0031 ／6月上旬
●ピース・アルマナック2020
ピースデポ・アルマナック刊行委員会・編
2200円 ／B5 ／264頁 ／並製 4-8461-2011-5
C0031 ／6月下旬
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2020
室井昌也・編
1550円 ／B6 ／160頁 ／並製 4-8460-1935-8
C0075 ／6月5日
●留学生の就活入門
－日本で就職したい留学生のために
南雲智、寺石雅英・編著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8460-1947-1
C0060 ／6月5日
●アート・プロデュースの冒険
境新一・編著
2500円 ／A5変 ／264頁 ／並製
4-8460-1931-0 C0070 ／6月14日
●［新装版］歴史に学ぶ自己再生の理論
加来耕三・著
1800円 ／46 ／282頁 ／上製 4-8460-1946-4
C0012 ／6月14日

─5月に出た本
▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●読む場所 書く時
－文芸評論集, 池田浩士コレクション9
池田浩士・著
6000円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7554-0304-0
C0395 ／5月25日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●シモーヌ（Les Simones）VOL.2, 特集：メア
リー・カサット－女性であり、画家であること
シモーヌ編集部・編
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-7684-9102-7
C0036 ／5月12日
●「偉大なる後進国」アメリカ
菅谷洋司・著
1500円 ／46変 ／232頁 ／並製
4-7684-5879-2 C0036 ／5月14日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●〈連載版〉マーク・トウェイン自伝
マーク・トウェイン・著, 里内克巳・訳
4500円 ／46 ／480頁 ／上製 4-7791-2676-5
C0098 ／5月11日
●［新版］ 評伝 古関裕而
菊池清麿・著
2500円 ／46 ／444頁 ／並製 4-7791-2674-1
C0073 ／5月11日

●公共圏－市民社会再定義のために, 花田達朗
ジャーナリズムコレクション3
花田達朗・著
5000円 ／A5 ／564頁 ／並製 4-7791-2586-7
C0031 ／5月14日
●サークル・ゲーム
マーガレット・アトウッド・著, 出口菜摘・訳
2200円 ／46 ／182頁 ／上製 4-7791-2683-3
C0098 ／5月14日
●エコノミストの眼－開発の世界に埋もれて
今井正幸・著
2000円 ／A5 ／168頁 ／上製 4-7791-2687-1
C0033 ／5月14日
●そよ吹く南風にまどろむ
ミゲル・デリーベス・著, 喜多延鷹・訳
2200円 ／46 ／272頁 ／上製 4-7791-2671-0
C0097 ／5月25日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●21世紀の平和憲法－戦後の「感覚」から生ま
れた「新」平和憲法草案
川本兼・著
2300円 ／46 ／288頁 ／並製 4-380-20003-8
C0036 ／5月11日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●価値転倒の社会哲学－ド＝ブロスを基点に
石塚正英・著
2200円 ／46 ／208頁 ／上製 4-7845-1581-3
C0030 ／5月8日
●ヘーゲル哲学の読み方
－発展の立場から、自然と人間と労働を考える
中井浩一・著
2300円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7845-1871-5
C0030 ／5月8日
●もう一度…やり直しのための思索－フーコー
研究の第一人者による7つのエッセイ
マチュー・ポット＝ボンヌヴィル・著,
村上良太・訳
1300円 ／46 ／120頁 ／並製 4-7845-1870-8
C0030 ／5月8日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●オーストラリア・ニュージーランドの教育
第3版
青木麻衣子、佐藤博志・編著
2000円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7989-1578-4
C3037 ／5月7日
●危機のアメリカ「選挙デモクラシー」
－社会経済変化からトランプ現象へ
吉野孝、前嶋和弘・編著
2700円 ／A5 ／272頁 ／上製 4-7989-1634-7
C3031 ／5月21日
●都市は揺れている－五つの対話
吉原直樹、榑沼範久・編著
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7989-1636-1
C3030 ／5月21日
●米国地域社会の下位自治体の役割
前山総一郎・著
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3600円 ／A5 ／並製 4-7989-1575-3
C3036 ／5月21日
●地域自治の比較社会学－日本とドイツ
山崎仁朗・著
5400円 ／A5 ／並製 4-7989-1625-5
C3036 ／5月25日
●地域社会学会年報32－地域自立の社会学「地
方創生」時代の地域の持続可能性
地域社会学会・編
2600円 ／B5 ／200 頁 ／並製 4-7989-1640-8
C3036 ／5月25日
●改訂版 ドラッカーの警鐘を超えて
坂本和一・著
2600円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7989-1637-8
C3034 ／5月30日
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●歴史を歩くワルシャワ
2700円 ／A5 ／294頁 ／並製 4-7807-1965-9
C0022 ／5月1日
●労働総研クォータリー 2020年春季号No.116
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1885-0
C0336 ／5月1日
●理科教室 2020年6月号（No.786）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1550-7
C0340 ／5月20日
●日本の科学者6月号 vol.55
JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1360-2
C0336 ／5月20日
●墓仕舞い
荒川昤子・著
2600円 ／46 ／312頁 ／上製 4-7807-1967-3
C0093 ／5月30日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●増補改訂第2版 昆虫の図鑑
－採集と標本の作り方
福田晴夫ほか・著
3500円 ／A5 ／262頁 ／オールカラー並製
4-86124-423-0 C0645 ／5月1日
▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●動きだした時計
－ベトナム残留日本兵とその家族
小松みゆき・著, 白石昌也、古田元夫・解説
2500円 ／46 ／320頁 ／並製 4-8396-0321-2
C0030 ／5月28日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●後藤又兵衛, 立川文庫セレクション
雪花山人・著
1800円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-1914-3
C0093 ／5月14日
●シャーロック伯父さん, 論創海外ミステリ251
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●出版協

ヒュー・ペンティコースト・著, 熊木信太郎・訳
2200円 ／46 ／248頁 ／上製 4-8460-1906-8
C0097 ／5月14日
●パリ68年5月－叛逆と祝祭の日々
江口幹・著, 川口秀彦・解説
3000円 ／46 ／252頁 ／上製 4-8460-1934-1
C0030 ／5月14日
●メドゥーサの首－私のイタリア人文紀行
徐京植・著
2000円 ／46 ／184頁 ／上製 4-8460-1929-7
C0095 ／5月14日
●幻の探偵作家を求めて【完全版】下, 論創ミ
ステリライブラリー2
鮎川哲也・著, 日下三蔵・編
4200円 ／A5 ／504頁 ／上製 4-8460-1694-4
C0095 ／5月14日

／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●ヒルダ・アダムスの事件簿, 論創海外ミステ
リ249
M・R・ラインハート・著, 金井真弓・訳
2200円 ／46 ／200頁 ／上製 4-8460-1932-7
C0097 ／5月14日
●学校が子どもを殺すとき, 論創ノンフィクショ
ン1－「教える側」の質が劣化したこの社会で
渋井哲也・著
1800円 ／46 ／246頁 ／並製 4-8460-1919-8
C0036 ／5月23日
●夜明け前－吉展ちゃん誘拐事件
高橋いさを・著
2000円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1936-5
C0074 ／5月23日
●医療小説 ドクターGの教訓【番外編】コロナ
騒動

本体価格／判型／頁数／製本形態
ISBN（978省略）／発行予定

髙橋弘憲・著
880円 ／46 ／152頁 ／並製 4-8460-1944-0
C0093 ／5月23日
●近代出版史探索Ⅱ
小田光雄・著
6000円 ／46 ／728頁 ／上製 4-8460-1943-3
C0095 ／5月30日
●ローリング・ソング／地球防衛軍 苦情処理係
鴻上尚史・著
2200円 ／46 ／416頁 ／上製 4-8460-1945-7
C0074 ／5月30日
●バスティーユの悪魔, 論創海外ミステリ252
エミール・ガボリオ・著, 佐藤絵里・訳
2600円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1924-2
C0097 ／5月30日

●会員社一覧【2020年6月現在●74社】
【あ】
あけび書房
梓出版社
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
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
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

出版協BOOKSを利用される
皆様へ

水声社
【な】
めこん
随想舎
南方新社
木犀社
数学書房
スタジオタッククリエイティブ 【は】
【や】
青灯社
パイインターナショナル 唯学書房
世織書房
白澤社
有志舎
せりか書房
晩成書房
千書房
ひとなる書房
【ら】
創森社
批評社
緑風出版
創土社
風濤社
ロクリン社
草風館
風媒社
論創社
ブロンズ新社
【た】
ぺりかん社
知泉書館
北樹出版
筑波書房
ポラーノ出版
柘植書房新社
本の泉社
東信堂
ほんの木
同時代社
道玄坂書房
【ま】
明月堂書店

●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
「20年6月」
に出
版 す る 予 定 の 書 籍・雑 誌 を 紹 介 し た
「6月に出
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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。

