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消費税総額表示の問題でもめてい
た頃、消費税をめぐっては、実は表
示の問題以上に「インボイス方式」
の義務化の方が大きな問題になるこ
とが指摘されていた。
インボイス方式の私たち中小出版
社への影響を確認しておこう。
消費税の年間納付税額は、「税抜
売上高×消費税率」から「税抜仕入
高等×消費税率」を引いた金額だが、
インボイス方式では、控除できる「仕
入額等」はインボイス＝「適格請求書」
のあるものに限られる。
適格請求書には、現在の通常の請
求書内容のほか、発行する事業者の
「登録番号」
、
「消費税額、適用税率」
の記載が必要とされる。
「登録番号」
は、事業者が所轄税務署に申請して、
交付してもらうことになる。
出版社の場合、印刷費・製本代・
用紙代などについては、ほとんどの
業者が登録番号を取得すると考えら
れるので問題になることは少ないと
思われる。
問題になるのが「仕入高等」など
にあたる著者への原稿料・印税、編
集者・デザイナー等への報酬などだ。
こうした支払いに際しても、消費税
の計算にあたって売上額から控除す
るためには「適格請求書」が必要に
なる。なければ、支払額分の消費税
を出版社が負担することになるのだ
から、影響は大きい。そうした皆さ
んにも「適格請求書」の発行をお願
いすることになる。
ところが、適格請求書を発行でき
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るのは、消費税の課税事業者だけと
定められている。つまり、年間売上
高1000万円以下の免税事業者は発
行できないのだ。発行するためには、
課税事業者になることと引換えに税
務署から登録番号をもらわなくては
ならない。当然、毎年消費税の申告
をし納税する義務を負うことになる
のだから、免税事業者の場合はみな
が登録を行うとは考えにくい。
出版社としては、相手が免税事業
者であっても適格請求書の発行をお
願いせざるを得ない。それはつまり
「先生の年収は存じませんが、1000
万円以下であったとしても課税事業
者になってくだ さいよ」という税務
署の手先のような気の進まないお願
いをすることになる。
あるいは、
「適格請求書がないなら、
支払い金額についての消費税を私ど
もが負担して納税することになりま
すから、その分、支払いを減額して
くださいよ」と、これまた互いに気
分の悪くなるお願いをすることにな
るかもしれない。
さらには、仕事をお願いする先を
適格請求書の発行できる登録事業者
に替えるということにもなりかねな
い。小規模事業者を取引から排除し
たり、事務的経済的な負担を増加さ
せたりすることになるのは明らかだ。
インボイス方式を採っている仏・
英・独などでは、免税点水準以下の
小事業者の多くが生き残りのために
「免税の放棄」をしてインボイスを
発行できる課税事業者を選択してい
るという。事実上、インボイス方式

は免税業者をつぶす仕組みである。
発注先だけでなく、出版社側も、
仕入取引について、控除できる課税
仕入か否かの判定作業や適格請求書
の確認作業など、これまでの帳簿方
式では不要だった事務負担がのしか
かる。
ここまでの話は実は「仕入額控除
方式」原則課税での納入の場合の話
だ。年商5000万円以下の簡易課税
の出版社の場合は事情が異なる。簡
易課税の場合は、仕入税額控除を一
定の割合（出版社は 70％）で引く
ので、適格請求書を求める必要はな
い。ただし、取次への請求などは適
格請求書を求められるだろうから、
簡易課税の出版社も登録番号は取得
しなくてはならないということにな
る。当面、簡易課税は残されるとい
うが、帳簿方式のアバウトさをつぶ
すインボイス方式を採用するなら、
本来帳簿方式よりアバウトな簡易課
税は相入れないはずだ。消費税納付
業者の約 4 割＝120万事業者が選択
しているという簡易課税方式はイン
ボイス方式とは相容れるものではな
く、廃止、あるいは適用範囲の引き
下げが検討されているという。
2023 年 10 月開始とされ、既に
10 月から登録番号取得の受 付が開
始されたインボイス制だが、免税業
者をつぶし、簡易課税方式廃止・縮
小、そして消費税増税への地ならし
となるこの制度は受け容れがたい。
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「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／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室 12月号（No.834）
－この授業プランで三学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-121-0／11月7日
●鈴木天眼－反戦反骨の大アジア主義
高橋信雄・著
2200円 ／46 ／432頁 ／並製 4-87154-198-5
C3023 ／11月1日
●リコール署名不正と表現の不自由
－民主主義社会の危機を問う
中谷雄二、岡本有佳・編
1600円 ／46 ／218頁 ／並製 4-87154-199-2
C3036 ／11月20日
▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●神川松子・西川末三と測機舎
－日本初の生産協同組合の誕生
南塚信吾・編著, 西川正幹・編集協力
3500円 ／A5 ／540頁 ／並製 4-86598-090-5
C0021 ／11月16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

シモーヌ編集部・編
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-7684-9105-8
C0036 ／11月下旬
●季刊 福祉労働171号
－特集：どの子も一緒に学ぶ権利
福祉労働編集委員会・編
1400円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-7684-2371-4
C0330 ／11月下旬
▼合同出版／042-401-2930
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●コロロメソッドで学ぶ ことばの発達ワーク
シート①－因果関係と理由編
コロロ発達療育センター・編
1800円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1472-6
C0037 ／11月11日
●自閉っ子サンちゃんのライフスキルトレー
ニング！－「ハイタッチ」から広がるコミュニ
ケーションの世界！
たなかれもん・著
1500円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7726-1478-8
C0037 ／11月下旬
●10代のあなたに知ってほしい妊娠のはなし
－自分を守り、HAPPYに生きるための選択
にじいろ・著
1400円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7726-1479-5
C0036 ／11月下旬
●日本の医療はなぜ弱体化したのか 再生は可能
なのか
本田宏・著
1400円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7726-1470-2
C0036 ／11月下旬
●めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン
多屋光孫・文, 絵
1800円 ／B5変 ／48頁 ／上製 4-7726-1480-1
C8736 ／11月下旬

李忠烈・著, 金容権・訳
3600円 ／A5 ／360頁 ／並製 4-7791-2742-7
C0070 ／11月24日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●なにもしたくない歯医者
－削らない歯の治療をめざして
松本正・著
1600円 ／46 ／184頁 ／並製 4-380-21006-8
C0047 ／11月下旬
▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp/
●下野猟師伝－聞き書き 猟師たちの物語
丸山美和・著
1800円 ／46 ／270頁 ／並製 4-88748-396-5
C0039 ／11月15日
▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
http://seorishobo.com
●女性国際戦犯法廷20年 判決／証言をどう活
かすか－日本軍性奴隷制を裁く
女性国際戦犯法廷20周年実行委員会・編, 金富
子、梁澄子、岡本有佳、石田凌太・責任編集
1800円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-86686-022-0
C0036 ／11月15日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●半農半Ｘ－これまで・これから
塩見直紀、藤山浩、宇根豊、榊田みどり・編著
2200円 ／A5 ／290頁 ／並製 4-88340-353-0
C0061 ／11月17日

▼解放出版社／06-6581-8552
●会員社一覧【2021年11月現在●74社】
▼彩流社／03-3234-5932
hanbai@kaihou-s.com
同時代社
【あ】
健康と良い友だち社
新宿書房
ほんの木
sairyusha@sairyusha.com
http://www.kaihou-s.com
▼食べもの通信社／03-3518-0622
道玄坂書房
あけび書房
現代企画室http://www.sairyusha.com
新泉社
●感染症と人権
tabemono@trust.ocn.ne.jp
梓出版社
現代書館
水声社
【ま】
●ジョルジュ・シフラ回想録－大砲と花
－コロナ・ハンセン病問題から考える法の役割
https://www.tabemonotuushin.co.jp
【な】
アーニ出版
現代人文社
随想舎
明月堂書店
ジョルジュ・シフラ・著,
八隅裕樹・訳
内田博文・著
●食べもの通信 12月号 609号
南方新社
ありな書房
皓星社
数学書房
めこん
合同出版 3200円 ／46
スタジオタッククリエイティブ
／348頁 ／上製 4-7791-2786-1 木犀社
1500円 ／A5 ／144頁アルファベータブックス
／並製 4-7592-6798-3
－特集：女性ホルモンのメカニズムを知って心
青灯社
【は】
コスモの本C0073 ／11月5日
C0036 ／11月26日 一光社
も体も軽くなる
インパクト出版会
世織書房
パイインターナショナル 【や】
こぶし書房
●自由と解放を求める人びと
家庭栄養研究会・編
せりか書房
コモンズ
白澤社
唯学書房
－アメリカ黒人の闘争と多面的な連携の歴史
▼現代書館／03-3262-5906
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7150-7
【か】
千書房
晩成書房
有志舎
岩本裕子、西﨑緑・編著
http://www.gendaishokan.co.jp
C0036 ／11月20日
海象社
創森社
【さ】
ひとなる書房
解放出版社
創土社
桜井書店 2800円 ／A5
批評社
／274頁 ／上製
4-7791-2782-3【ら】
●鴨方藩, シリーズ藩物語
海鳴社
草風館
彩流社
風濤社
緑風出版
C0022 ／11月8日
藤尾隆志・著
▼筑波書房／03-3235-5949
花伝社
三一書房
風媒社
ロクリン社
●疾駆する白象－ザ・グレート・ゲーム東漸
1600円 ／A5変 ／208頁
／並製
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
雁思社
【た】
三元社
ブロンズ新社
論創社
野上勝彦・著
4-7684-7159-3 C0321
／11月5日
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
吉夏社
知泉書館
自然食通信社
ぺりかん社
筑波書房
社会評論社4500円 ／46
北樹出版
／892頁 ／並製
4-7791-2787-8
●一万年生きた子ども 気天舎
●食育共創論－地域密着と世代重視の実践から
教育史料出版会
柘植書房新社
出版人
ポラーノ出版
C0022 ／11月8日
－統合失調症の母をもって
食の未来を拓く
健学社
東信堂
松柏社
本の泉社
●夏の奥津城
ナガノハル・著
若林良和・編
梅宮創造・著
2000円 ／46 ／232頁 ／上製 4-7684-5909-6
2500円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-8119-0611-9
2700円 ／46 ／300頁 ／並製 4-7791-2790-8
C0095 ／11月中旬
C3033 ／11月2日
C0095 ／11月8日
●そもそも英語ってなに？
●水田農業の活性化をめざす－西南暖地からの
●英米文学、多彩な文学解釈への誘い－シェイ 提言
－「侵略の英語史」と「学習の極意」
クスピアからシドニー、ソローからトウェイン 髙武孝充、村田武・著
里中哲彦・著
川成洋、吉岡栄一、伊澤東一・編
1500円 ／46変 ／160頁 ／並製
1500円 ／A5 ／118頁 ／並製 4-8119-0612-6
4000円 ／46 ／380頁 ／並製 4-7791-2792-2
4-7684-9201-7 C0082 ／11月中旬
C3061 ／11月9日
●出版協は一貫して
「消費税総額表示」
に反対です。
る本」
のリストです。
C0098 ／11月10日
●シモーヌ（Les Simones）VOL.5
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
●民族文化遺産の守護神－澗松
全鎣弼物語
－特集：「私」と日記：生の記録を読む
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
「21年11月」
に
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「11月に出
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11月に出る本／出版協BOOKS
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●有賀喜左衞門
－社会関係における日本的性格
熊谷苑子・著
2300円 ／A5 ／184頁 ／上製 4-7989-1708-5
C3036 ／11月20日
●多言語教育に揺れる近代日本
下絵津子・著
3200円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1740-5
C3037 ／11月30日
●カリフォルニア大学のガバナンス戦略
清水彩子・著
3200 円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1729-0
C3037 ／11月30日
●居住福祉を学ぶ, 新居住福祉ブックレット①
岡本祥浩・著
1200 円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1725-2
C3036 ／11月30日
▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com/
●子育てママ先生による口育の手引き
林明子・著
1200円 ／A4変 ／32頁 ／上製 4-86489-134-9
C0077 ／11月15日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●徳之島町史 自然編－恵みの島
徳之島町誌編纂室・編
3000円 ／A4 ／157頁 ／並製 4-86124-458-2
C0040 ／11月上旬
▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●「資本論」第Ⅱ・Ⅲ部購読のナビゲーション
中川弘・著
2728円 ／B5 ／392頁 ／並製 4-7807-1831-7
C0036 ／11月6日
●八月の遺書
能島龍三・著
1000円 ／B6変 ／224頁 ／並製
4-7807-1832-4 C0093 ／11月上旬
●風の里から－原発事故7年目の死
櫻井和代・著
1273円 ／46 ／164頁 ／並製 4-7807-1828-7
C0095 ／11月上旬
●「切り札」山下泰裕は日本柔道界を変革でき
るか
木村秀和・著
1364円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7807-1830-0
C0036 ／11月下旬
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●スマートシティの脅威
加藤やすこ・著
1800円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8461-2118-1
C0036 ／11月中旬

●核のない未来を願って
松井英介遺稿・追悼集編集委員会・編
3400円 ／46 ／536頁 ／上製 4-8461-2119-8
C0023 ／11月下旬
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●空手は沖縄の魂なり
－長嶺将真伝, 論創ノンフィクション15
柳原滋雄・著
1800円 ／46 ／288頁 ／並製 4-8460-2084-2
C0036 ／11月2日
●吉本隆明 全質疑応答Ⅱ－1973～1979
吉本隆明・著
2200円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-2027-9
C0090 ／11月2日
●巨匠－ヘンリー・ジェイムズの人と作品
コルム・トビーン・著, 伊藤範子・訳
3500円 ／46 ／448頁 ／上製 4-8460-2077-4
C0097 ／11月16日
●イタリア・ルネサンスの世界
アリソン・ブラウン・著, 石黒盛久、喜田いく
み・訳
3800円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-2070-5
C0022 ／11月16日
●〈アルハンブラ・ホテル〉殺人事件, 論創海外
ミステリ276
イーニス・オエルリックス・著, 福森典子・訳
3400円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-2110-8
C0097 ／11月16日
●リインカネーション リザルブ
西田大輔・著
1800円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-2112-2
C0074 ／11月16日
●リインカネーション リコレクト
西田大輔・著
1800円 ／46 ／204頁 ／上製 4-8460-2113-9
C0074 ／11月16日
●全国に30万ある「自治会」って何だ！
小田光雄、中村文孝・著
2000円 ／46 ／176頁 ／並製 4-8460-2116-0
C0031 ／11月16日
●白川静さんに学ぶ 漢字がわかるコロナ時代の
二字熟語
小山鉄郎・著
1300円 ／46 ／96頁 ／並製 4-8460-2095-8
C0081 ／11月16日
●オール・アバウト・Z
川村毅・著
1200円 ／46 ／112頁 ／上製 4-8460-2118-4
C0074 ／11月19日
●新選 林芙美子童話集 第3巻
林芙美子・著, 廣畑研二・編, 久保谷智子・イラ
スト
2000円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8460-1994-5
C8093 ／11月29日
●Japと呼ばれて, 論創ノンフィクション16
宍戸清孝・著
2500円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8460-2099-6
C0036 ／11月29日

─10月に出た本
03—新刊選2111／109号（通巻333号）

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室 11月号（No.833）
－デジタル時代の秘伝の授業③
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-111-1 ／10月7日
▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●国鉄・JRの廃線アルバム－近畿編
牧野和人・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-876-5
C0026 ／10月27日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●人類学, フォー・ビギナーズ・シリーズ
メリル・ウイン・デイビス・著, ピエロ・イラ
スト, 池田光穂、額田有美・訳
1400円 ／A5変 ／184頁 ／並製
4-7684-0109-5 C0339 ／10月11日
●七転八倒百姓記－地域を創るタスキ渡し
菅野芳秀・著
2000円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7684-5899-0
C0061 ／10月11日
●クラウドファンディングで社会をつくる
－人はなぜ寄付するのか？
秋山訓子・著
1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7684-5908-9
C0036 ／10月20日
▼合同出版／042-401-2930
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●7歳からできる みんなのハローワークゲーム
－とくい・すき・きょうみから将来の仕事をさ
がせ！
株式会社Kaien・監修
4600円 ／カード ／150頁 ／並製
4-7726-5501-9 C8037 ／10月7日
●みんなの双極症
－日常の悩みから最新知識まで
南中さくら・著
2000円 ／A5 ／276頁 ／並製 4-7726-1476-4
C0047 ／10月22日
●わたしは黙らない－性暴力をなくす30の視点
合同出版編集部・編
1500円 ／A5変 ／144頁 ／並製
4-7726-1471-9 C0036 ／10月27日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●13歳のきみに伝えたい 本当に必要な7つの才
能－将来大人になって成功するために
山本佳典・著
1500円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2775-5
C0030 ／10月5日
●平成Ｊポップと令和歌謡
スージー鈴木・著
1900円 ／46 ／400頁 ／並製 4-7791-2779-3

11月に出る本／出版協BOOKS
C0073 ／10月8日
●幽霊
チョン・ヨンジュン・著, 浅田絵美・訳
1500円 ／46 ／152頁 ／上製 4-7791-2777-9
C0097 ／10月14日
●連合赤軍の時代
三木武司・著
3000円 ／46 ／360頁 ／並製 4-7791-2778-6
C0021 ／10月20日
▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●マルクス晩年の歴史認識と21世紀社会主義
青柳和身・著
3000円 ／A5 ／248頁 ／上製 4-905261-49-0
C3036 ／10月8日
●季刊 経済理論 第58巻 第3号－現代資本主義
の諸論点：貨幣・環境・技術・国家
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-905261-55-1
C3033 ／10月20日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●ヘイト・スピーチ法研究要綱
－反差別の刑法学
前田朗・著
5400円 ／A5 ／542頁 ／上製 4-380-21005-1
C0032 ／10月21日
▼自然食通信社／03-3816-3879
amarans@circus.ocn.ne.jp
http://http://www.amarans.net
●手づくりのすすめ 増補改訂版
自然食通信編集部・編著, 宮代一義・画, イラス
ト
1800円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-916110-42-8
C2077 ／10月26日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●貨幣の原理・信用の原理
－マルクス＝宇野経済学的アプローチ
海大汎・著
2600円 ／46 ／278頁 ／並製 4-7845-1882-1
C0030 ／10月8日
●歴史知のオントロギー－文明を支える原初性
石塚正英・著
3400円 ／A5 ／424頁 ／上製 4-7845-1881-4
C0030 ／10月19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 11月号 609号
－特集：頭皮を鍛えてキレイで元気な髪に！！
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7149-1
C0036 ／10月20日
●豆腐が主役になる56のレシピ
池上保子・著
1300円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7726-7713-4

C2077 ／10月20日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●貧困緩和の処方箋－開発経済学の再考, 暮ら
しのなかの食と農66
鈴木宣弘・著
750円 ／A5 ／47頁 ／並製 4-8119-0610-2
C0061 ／10月4日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●日本高等教育における「グローバル人材」育
成力－留学生の人材自己形成過程の視点から
譚君怡・著
3400円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7989-1719-1
C3037 ／10月15日
●非常事態下の学校教育のあり方を考える
－学習方法の新たな模索
土持ゲーリー法一・著
2000円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7989-1724-5
C3037 ／10月20日
●コミュニティ政策19
－特集：コミュニティと「包摂」
コミュニティ政策学会・編
2300円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7989-1735-1
C3036 ／10月25日
●日本の大学改革の方向
江原武一・著
3200円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7989-1738-2
C3037 ／10月30日
●学生を成長させる海外留学プログラムの設計
河合塾・編
2300円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7989-1737-5
C3037 ／10月30日
●現代アメリカ教育ハンドブック 第2版
アメリカ教育学会・編
3600円 ／B4 ／320頁 ／並製 4-7989-1736-8
C3037 ／10月30日
●日本の留学政策の評価 増補新装版
－人材養成、友好促進、経済効果の視点から
佐藤由利子・著
3600円 ／A5 ／282頁 ／上製 4-7989-1734-4
C3037 ／10月30日
●現代という時代の自己理解 大学・研究＝教
育の自由・責任
－テオドール・リット『人間と歴史 論理と
エートスに徹する歴史哲学者の提言』
テオドールリット・著, 小笠原道雄、野平慎
二・編訳
2400円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7989-1719-1
C3037 ／10月30日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●さつま隼人と薩摩おごじょ－時代を超えた人
間力, 古閑章著作集 第六巻 文学評論2
古閑章・著
1500円 ／A5 ／267頁 ／並製 4-86124-449-0
C0093 ／10月31日

04—新刊選2111／109号（通巻333号）

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●共感力を育む－デジタル時代の子育て
ミシェル・ボーバ・著,
佐柳光代、髙屋景一・訳
2000円 ／46 ／324頁 ／並製 4-69464-283-6
C3037 ／10月18日
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●わたしたちの「生活保護」
石黒好美・編, 白井康彦・監修
1400円 ／A5 ／172頁 ／並製 4-8331-1141-6
C0036 ／10月12日
●名古屋ご近所さんぽ
溝口常俊・著
1200円 ／A5 ／97頁 ／並製 4-8331-0199-8
C0025 ／10月14日
●尾張名所図会 謎解き散歩
前田栄作・著
1700円 ／A5 ／212頁 ／並製 4-8331-0197-4
C0021 ／10月20日
●ウィシュマさんを知っていますか？
真野明美・著
1200円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-8331-1140-9
C0036 ／10月29日
▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●続・一九三〇年代「教労運動」とその歌人た
ち－治安維持法犠牲者とその遺族
碓田のぼる・著
1455円 ／46 ／178頁 ／上製 4-7807-1827-0
C0095 ／10月8日
●作文と教育
－2021年 日本子ども文詩集 No.893
日本作文の会・編
1000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7807-1746-4
C0337 ／10月10日
●こども環境学研究 Vol.17, No.2（C.N.48）
August2021
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／86頁 ／並製 4-7807-2018-1
C3036 ／10月10日
●日本の科学者11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 4-7807-2060-0
C0336 ／10月20日
●理科教室 2021年11月号（No.803）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1567-5
C0340 ／10月20日
●「資本」に対抗する民主主義－市場経済の制
御と「アソシエーション」
芦田文夫・著
3091円 ／46 ／400頁 ／上製 4-7807-1825-6
C0036 ／10月20日
●渡された言葉－わたしの編集手帖から
井上一夫・著
1364円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7807-1829-4
C0095 ／10月20日

11月に出る本

11月に出る本／出版協BOOKS

●出版協

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●ベトナム戦争の最激戦地 中部高原の友人たち
グエン・ゴック・著, 鈴木勝比古・訳
2500円 ／46 ／290頁 ／上製 4-8396-0328-1
C1030 ／10月5日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●プルトニウム—原子力の夢の燃料が悪夢に
フランク・フォンヒッペル、田窪雅文、カン・
ジョンミン・著
2600円 ／A5 ／204頁 ／上製 4-8461-2116-7
C0036 ／10月13日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●近代出版史探索外伝

▼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

小田光雄・著
6000円 ／46 ／608頁 ／上製 4-8460-2090-3
C0095 ／10月1日
●チャンキ
森達也・著
2400円 ／46 ／522頁 ／並製 4-8460-2063-7
C0093 ／10月5日
●赤いランプ, 論創海外ミステリ273
M・Ｒ・ラインハート・著, 板垣節子・訳
3200円 ／46 ／384頁 ／上製 4-8460-2073-6
C0097 ／10月14日
●サルヴァトール・ローザ－17世紀イタリアの
美術家が追い求めた自由と名声
小針由紀隆・著
3200円 ／A5 ／252頁 ／上製 4-8460-2071-2
C0071 ／10月14日
●著名者列伝 初期教父ラテン伝記集
聖ヒエロニュムス・著, 瀬谷幸男・訳
3800円 ／46 ／216頁 ／上製 4-8460-2092-7
C0098 ／10月14日
●クレタ島の夜は更けて, 論創海外ミステリ275

メアリー・スチュアート・著, 木村浩美・訳
3200円 ／46 ／352頁 ／上製 4-8460-2075-0
C0097 ／10月14日
●女の自立 男の支え－パワ女の昭和から令和
野崎麗・著
1500円 ／46 ／168頁 ／並製 4-8460-2087-3
C0095 ／10月18日
●反骨の系譜－常陸国政治風土記物語
岡野龍太郎・著
2000円 ／46 ／296頁 ／上製 4-8460-2089-7
C0021 ／10月18日
●実力大学をどう創るか－ある大学改革の試み,
桜美林大学叢書6
猪口孝・著
2200円 ／46 ／248頁 ／上製 4-8460-2079-8
C0037 ／10月28日
●1人治療家必見！ 55段階式なら6ヵ月で達成
できる！ 月商100万円の成功ステップ
早野隼翔・著
2500円 ／46 ／256頁 ／並製 4-8460-2108-5
C0034 ／10月28日
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【あ】
健康と良い友だち社
新宿書房
【2021年11月現在●74社】
●会員社一覧
あけび書房
現代企画室
新泉社
梓出版社
【あ】
アーニ出版
あけび書房
ありな書房
梓出版社
アルファベータブックス
アーニ出版
一光社
ありな書房
インパクト出版会
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めこん
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合同出版
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青灯社
【は】
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数学書房
めこん
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せりか書房
コモンズ
白澤社
唯学書房 木犀社
千書房
晩成書房
有志舎
青灯社
【は】
コスモの本
創森社
【さ】
ひとなる書房
世織書房
こぶし書房
パイインターナショナル 【や】
創土社
桜井書店
批評社 白澤社
【ら】
せりか書房
コモンズ
唯学書房
草風館
彩流社
風濤社
緑風出版
千書房
晩成書房
有志舎
三一書房
風媒社
ロクリン社
創森社
【さ】
ひとなる書房論創社
【た】
三元社
ブロンズ新社
創土社
桜井書店
批評社
【ら】
知泉書館
自然食通信社
ぺりかん社
草風館
彩流社
風濤社
緑風出版
筑波書房
社会評論社
北樹出版
三一書房
風媒社
ロクリン社
柘植書房新社
出版人
ポラーノ出版
東信堂
松柏社
本の泉社
【た】
三元社
ブロンズ新社
論創社

吉夏社
気天舎
教育史料出版会
健学社

自然食通信社
社会評論社
出版人
松柏社
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