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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 河野和憲
彩流社

　マスクを常時着用し、帰宅後は
すぐに手洗いとうがい、できればシャ
ワーを浴びるか入浴をする。室外
で接したものを室内へはできるか
ぎり持込まない。健康維持のため、
毎日からだを動かす。逍遥派よろ
しく石神井川沿いを歩き、室内で
はヨーガ（呼吸法と瞑想）を実践。
すでに半年以上、続けている。つ
まり「哲学は学説ではなく活動」

（ウィトゲンシュタイン『論理哲学
論考』）なのである。
　冬がそこまできているのが信じ
られないほどの暖気にみまわれた
11 月 19 日の東京。報道では「第
三波」襲来のようだ。東京都の感
染者が 534 人、全国では 2386 人
の感染者数を確認（11 月 25 日時
点）。東京都はモニタリング会議で
新型コロナウイルス感染状況を四
段階で最も深刻なレベルにまで引
き上げた。全国での感染拡大の報
を受けた菅総理は「最大限の警戒
状況にある」とし、専門家会議の
議論を踏まえ関係閣僚に効果的な
対策を講じるよう指示。小池知事
は「キーワードは５つの小（こ）」
と提言。曰く「小人数」「小一時間」

「小声」「小皿」「小まめ」な換気や
消毒だ、と。
　「コトバは、何を、どう言うべき
かを強制するだけでなくて、何を
どう見るべきかをも強制する、と。
コトバが分類様式であるならば、個々
の言語はそれぞれ特殊な（存在）
分類のシステムでなくてはならない。
それは、その言語を語り、その言
語でものを考える人々に、ある一
定の世界像を強制する。一つの言
語は、一つの自然的解釈学の地平
を提供する。我々はそれによって

『世界』を見、それによって『現実』
を経験する。経験するように強制
されるのだ」（井筒俊彦『意味の深

みへ』）という言もあれば、「言語
は宇宙からやってきたウイルスで
ある」（Ｗ・バロウズ）という言も
ある。コインの表裏のような関係
にある「ウイルス」と「コトバ」
の意味するところはほんとうに多
義的だ。
　文字通り「第三波」襲来となっ
たいま、「GoTo キャンペーン」の
政策もあり、再度の「緊急事態宣言」
発令をめぐって加藤官房長官は、
コロナ対策分科会で感染状況と医
療現場の逼迫状況を総合的に判断
して決めるという。感染防止と経
済活動の両立を図る方針である。
とはいえ「明証的に真であると認
めることなしには、いかなる事を
も真であるとして受けとらぬこと」

（デカルト『方法序説』）が肝要な
のだが、アクセルとブレーキを同
時に踏むとどちらが優勢になるの
だろうか。楯と矛の話もある。
　４月７日発令の「緊急事態宣言」
以降、企業における勤務体制は劇変。
時差出退勤、リモートワーク、テ
レワークが常態化。店舗や劇場で
は縮小・時短営業を余儀なくされた。
移動しない、群れない、接触しな
いが基本的なスタイル。要するに

「３密」状態の積極的な回避。しか
しこの「体制」を徹底することによっ
て、ひとはこれまでいかに無意識
的にコミュニケーションを図って
きたのか、またその際に生じた「ノ
イズ」がいかに大事であったかが
改めて痛感させられることになった。

「理性とは、おのれが全存在をつら
ぬいている、という意識の確信」

（ヘーゲル『精神現象学』）なのだ。
　どこもかしこも新型コロナ禍で
強制的に「働き方」が様変わりした。
衣・食・住にかかわるすべてが変化。
外出自粛という問題への対応とし
てテレワークが推奨され、任意の

場所、どこからでも仕事ができる
体制となった（何事にも例外はある）。
これまで企業では社員・スタッフ
が会議を行い、非公式な場（飲み
会等）での議論も含め、コンセン
サス形成に注力してきた。部や課
といったチームではそれぞれ「役割」
があり、スタッフ同士を相互監視
させプレッシャーを与え、「手抜き」
ができない状況をつくり、目標達
成を実現させることがマネジメン
トの要諦であった。
　しかし、コロナ禍となってこれ
らの「施策」は完全に否定された。
企業は方針転換を図り、スタッフ
のジョブ型への移行、会社と個人
の契約内容、社員・スタッフの意
欲や中身も変わった。90年代の「IT
革命」では世界の在り様が根源的
に変わったが、2020 年はそれを
はるかに凌ぐ「変化」となった。
ＰＣやスマホをつかって様々なア
プリを活用すれば、個人レベルで
も「世界」を相手にビジネスは可
能となった。技術革新が世の中を
変えた。いわゆる「グローバリズム」、
まさにデジタル革命である。
　現況ではいかなる知識をもって
しても「コロナ禍」収束が予測で
きそうにないなか、いま一度「会社」
とは何かを考えてみたい。語源で
は「ひとが共に食事をすること」
のようだ。会社の「機能」を可能
なかぎり細分化し、社員・スタッ
フが有する技能を洗い出し、それ
ら各要素を再編集できさえすれば
新たな「仕事」を創出できるはずだ。
当然、「転職」「独立」「起業」を考
えるひともでてくる。企業も個人
も常に既に変革しながら生残りを
追求する時代なのだ―「幻影の
人は去る　永劫の旅人は帰らず」（西
脇順三郎「旅人かへらず」）。

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



1000円 ／A5 ／142頁 ／並製 4-7744-0735-7
C0095 ／12月24日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●ゆうこさんのルーペ
多屋光孫・絵と文
1800円 ／B5変 ／48頁 ／上製 4-7726-1440-5
C8736 ／12月4日
●レジリエンスが育つたすけ合い体感ゲーム　
－「たすけて！ 」は生きぬくための合言葉
上島博・編著
3600円 ／89×63mm ／120頁 ／カード
4-7726-5502-6  C8037 ／12月9日
●きょうは  おかねが  ないひ
ケイト・ミルナー・作
1600円 ／B4変 ／36頁 ／上製 4-7726-1447-4
C8736 ／12月上旬
●気候変動から世界をまもる30の方法
－私たちのクライメート・ジャスティス！
国際環境NGO FoE JAPAN気候変動・エネルギー
チーム・編著
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7726-1445-0
C0036 ／12月下旬
●育てにくい子の家族支援－親が不安・自責・
孤立しないために支援者ができること
高山恵子・著
1800円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7726-1439-9
C0037 ／12月下旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●毎日が楽しくなるイラスト花図鑑
エリ・著
1400円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7791-2717-5
C0076 ／12月1日
●不器用な落語家  三遊亭洋楽
松垣透・編著
3000円 ／46 ／472頁 ／並製 4-7791-2713-7
C0076 ／12月3日
●願いを叶える8つの習慣－本当の自分を取り
戻すと、願望が次々と湧いてくる
西川隆光・著
1400円 ／46 ／175頁 ／並製 4-7791-2695-6
C0030 ／12月3日
●おやこで楽しむ講談ドリル
宝井琴星・監修,
宝井琴鶴、稲田和浩、小泉博明・著
1500円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7791-2723-6
C0076 ／12月8日
●AIを超えた男  藤井聡太
－証言で読み解く進化の軌跡
かきくけこ・編著
1400円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7791-2718-2
C0076 ／12月8日
●超実践！ 順張りスイングトレードの極意
－損小利大がどうしてもできない人のために
荻窪禅・著
1400円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7791-2719-9
C0033 ／12月14日
●渡来人伝－火の山  榛名をゆく 
権鍾伍・著

2200円 ／46 ／244頁 ／上製 4-7791-2702-1
C0021 ／12月15日
●スラヴ東欧研究者の備忘録
－フィールドノート断章
早坂眞理・編著
2500円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7791-2728-1
C0022 ／12月23日
●ジョージ・クルックシャンク
－ヴィクトリア朝を描いた風刺画家
清水一嘉・著
2000円 ／46 ／148頁 ／上製 4-7791-2730-4
C0022 ／12月23日
●異性装の冒険者－アメリカ大衆小説にみる
スーパーウーマンの系譜
山口ヨシ子・著
4200円 ／46 ／400頁 ／上製 4-7791-2729-8
C0098 ／12月23日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●資本主義の成熟と終焉
－いま私たちはどこにいるのか
小西一雄・著
1800円 ／46 ／214頁 ／上製 4-905261-46-9
C0033 ／12月8日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●新にっぽん診断
－腐敗する表層、壊死する深層
斎藤貴男、前田朗・共著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-380-20008-3
C0036 ／12月12日
●とうめいなやさしさ
－別役実の童話とおはなし
巳年キリン・著
1200円 ／46 ／164頁 ／並製 4-380-20009-0
C0079 ／12月下旬

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●サラー－西サハラ難民アスリート
平田伊都子・著, 川名生十・写真
1800円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7845-1587-5
C0030 ／12月2日
●平壌資本主義百科全書
－周成賀記者が伝える本当の北朝鮮の話
周成賀・著, 森善伸子・訳
2400円 ／A5 ／312頁 ／並製 4-7845-1586-8
C0030 ／12月8日
●重力を利用した蓄電装置
武笠敏夫・著
1400円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7845-1873-9
C0030 ／12月14日

▼新宿書房／03-3262-3393
info@shinjuku-shobo.co.jp
http://www.shinjuku-shobo.co.jp
●狸（たぬき）の腹鼓（はらつづみ）,
宇江敏勝 民俗伝奇小説集第10巻
宇江敏勝・著
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本紙ではもちろん、従来どおり「本体価格」（私た
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●これは、出版協加盟の出版社が「20年12月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「12月に出
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▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●子どもの権利ってなあに?
アラン・セール・文, 
オレリア・フロンティ・絵, 福井昌子・訳, 
反差別国際運動（IMADR）・監訳
2500円 ／B4変 ／48頁 ／上製 4-7592-2277-7
C8732 ／12月14日
●身の回りから人権を考える80のヒント
武部康広・著
1600円 ／A5 ／180頁 ／並製 4-7592-6792-1
C0036 ／12月28日
●4羽のめんどりと1羽のおんどり
レーナ・ランドストローム・文, 
オロフ・ランドストローム・絵, 加藤悦子・訳
0000円 ／A4 ／40頁 ／上製 4-7592-2278-4
C8736 ／12月28日

▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
http://www.kaimeisha.com
●量子医学の誕生－がんや新型ウイルス感染症
に対する新物理療法への誘い
保江邦夫・著
1800円 ／46 ／160頁 ／上製 4-87525-353-2
C0047 ／12月25日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●季刊 福祉労働169号, 特集：「地域共生社会の
実現」とは何か――社会福祉法の改正を受けて
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／148頁 ／並製 4-7684-2369-1
C0330 ／12月中旬
●「アウトロー超大国」アメリカの迷走
菅谷洋司・著
1500円 ／46変 ／208頁 ／並製
4-7684-5892-1  C0036 ／12月中旬
●増補決定版 「自己決定権」という罠
－ナチスから新型コロナ感染症まで
小松美彦、今野哲男・著
2800円 ／46 ／376頁 ／並製 4-7684-3585-4
C0036 ／12月下旬

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●「恋と革命」の死  岸上大作, 夭折の系譜1
福島泰樹、岸上大作・著
1800円 ／46変 ／296頁 ／並製
4-7744-0720-3  C0095 ／12月10日
●中くらいの友だち  Vol.8
 『中くらいの友だち』編集部・編



2200円 ／46 ／260頁 ／上製 4-88008-482-4
C0095 ／12月4日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●農の同時代史
－グローバル化・新基本法下の四半世紀
岸康彦・著
2000円 ／46 ／256頁 ／上製 4-88340-346-2
C0061 ／12月8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  1月号
－ゆる採食のすすめ～肉を少し減らしませんか～
かきくけこ・編著
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7139-2
C0036 ／12月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●いま、改めて見直すイギリスの農政転換・農
村政策の展開
井上和衛・編著
2500円 ／A5 ／203頁 ／並製 4-8119-0585-3
C3061 ／12月11日
●だれもが豊かに暮らせる社会を編み直す
－「鍵」は無理しない農業にある, 暮らしのなか
の食と農63
鈴木宣弘、山田衛・編著
750円 ／A5 ／70頁 ／並製 4-8119-0584-6
C0061 ／12月11日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●或る青春
松永澄夫・著
1800円 ／46 ／208頁 ／上製 4-7989-1664-4
C0095 ／12月28日
●分断都市から包摂都市へ
－東アジアの福祉システム
全泓奎・編著
3200円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-7989-1670-5
C3036 ／12月28日

▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●労働総研クォータリー
2020年秋季／2021年冬季合併号  No.118
労働運動総合研究所・編
2400円 ／B5 ／112頁 ／並製 4-7807-1887-4
C0336 ／12月1日
●南紀州  荒南風のとき
祥賀谷悠・著
2200円 ／A5 ／376頁 ／上製 4-7807-1982-6
C0093 ／12月10日
●「可能性の文学」への道
織田作之助・著
1000円 ／B6変 ／232頁 ／並製
4-7807-1983-3  C0095 ／12月10日

●日本の科学者1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 4-7807-2050-1
C0336 ／12月20日
●理科教室  2021年1月号（No.793）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1557-6
C0340 ／12月20日
●舞鶴湾の風
菱﨑博・著
2200円 ／A5 ／352頁 ／上製 4-7807-1984-0
C0093 ／12月21日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●ルポ「日の丸・君が代」強制
永尾俊彦・著
2700円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8461-2022-1
C0036 ／12月11日
●［プロブレムQ&A］労働安全衛生とハラスメ
ント－安心して働き続けられる職場を目指して
贄川由美子、千葉茂、飯田勝泰・著
2000円 ／A5変 ／276頁 ／並製
4-8461-2023-8  C0336 ／12月11日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●会社を潰す経営者  会社を救う経営者
齊藤紀夫・著
1600円 ／46 ／256頁 ／並製 4-8460-1997-6
C0034 ／12月3日
●明治前期の災害対策法令  第二巻（一八七一）
井上洋・著
15000円 ／A5 ／636頁 ／上製
4-8460-2001-9  C1032 ／12月10日
●知られたくなかった男, 論創海外ミステリ261
クリフォード・ウィッティング・著,
福森典子・訳
3400円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-1976-1
C0097 ／12月11日
●シャオハイの満州, 論創ノンフィクション7
江成常夫・著
2400円 ／46 ／356頁 ／並製 4-8460-1988-4
C0036 ／12月17日
●近代出版史探索Ⅴ
小田光雄・著
6000円 ／46 ／684頁 ／上製 4-8460-2008-8
C0095 ／12月21日
●日本の英語教育を問い直す8つの異論,
桜美林大学叢書3
森住衛・著
3800円 ／A5 ／416頁 ／上製 4-8460-1961-7
C1087 ／12月22日
●約束
平田豪成・著
1800円 ／46 ／216頁 ／上製 4-8460-2016-3
C0093 ／12月28日
●西行の時代
－崇徳院・源義経・奥州藤原氏～滅びし者へ
堀江朋子・著
2400円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2012-5
C0093 ／12月28日

●英国の喫茶文化
クレア・マセット・著, 野口結加・訳
1500円 ／A5 ／76頁 ／上製 4-8460-2011-8
C0022 ／12月28日
●吉田鷹村選集  第一巻
吉田鷹村・著
5000円 ／A5 ／512頁 ／並製 4-8460-1967-9
C3370 ／12月28日
●吉田鷹村選集  第二巻
吉田鷹村・著
5000円 ／A5 ／436頁 ／並製 4-8460-1968-6
C3370 ／12月28日
●吉田鷹村選集  第三巻
吉田鷹村・著
5000円 ／A5 ／524頁 ／上製 4-8460-1969-3
C3370 ／12月28日

─11月に出た本

▼海象社／03-6868-4061
https://www.kaizosha.co.jp
●あたらしい自分との出会いNew Self 
－「自分らしさ」の発見、「多様性」の尊重、
そして「協働」の実現
川西俊吾、元山琴菜・著
1000円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-907717-13-1
C0037 ／11月5日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●トコトン生きるための15問
玉木幸則・著
1400円 ／46 ／144頁 ／並製 4-7592-6124-0
C0036 ／11月26日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●シモーヌ（Les Simones）VOL.3
－特集：オランプ・ドゥ・グージュ――18世紀
の女による「異議申し立て」を引き受ける
シモーヌ編集部・編
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-7684-9103-4
C0036 ／11月20日
●コーヒーを味わうように民主主義をつくりこ
む－日常と政治が隣り合う場所
秋山訓子・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7684-5889-1
C0031 ／11月20日
●ただ、そこにいる人たち
－小松理虔さん「表現未満、」の旅
クリエイティブサポートレッツ＋小松理虔・著
1800円 ／46 ／288頁 ／並製 4-7684-3583-0
C0036 ／11月26日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●話せない私研究－大人になってわかった場面
緘黙との付き合い方
モリナガアメ・著
1500円 ／A5 ／244頁 ／並製 4-7726-1437-5
C0037 ／11月20日
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▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●日本古代国家と天皇の起源
－運命の鏡  隅田八幡鏡は物語る
林順治・著
2500円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7791-2711-3
C0021 ／11月11日
●本当の豊かさ
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
3000円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2715-1
C0098 ／11月16日
●紀行  いまだかえらず
立野正裕・著
3000円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2714-4
C0022 ／11月16日
●ドン・キホーテのスペイン社会史
－黄金時代の生活と文化
岩根圀和・著
2500円 ／A5 ／244頁 ／並製 4-7791-2720-5
C0022 ／11月16日
●東電刑事裁判  福島原発事故の責任を誰がと
るのか 
海渡雄一・著
1300円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2641-3
C0036 ／11月26日
●ジューイッシュ・コミュニティ
－ユダヤ系文学の源泉と空間
広瀬佳司、伊達雅彦・編
2400円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2705-2
C0098 ／11月26日
●あおり運転－被害者、加害者にならないため
のパーフェクトガイド
菰田潔・著
1600円 ／46 ／160頁 ／並製 4-7791-2708-3
C0036 ／11月27日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●静脈産業と在日企業
－資源循環の過去・現在・未来
劉庭秀・著
2000円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-380-20007-6
C0036 ／11月30日

▼自然食通信社／03-3816-3879
amarans@circus.ocn.ne.jp
http://www.amarans.net
●料理大好き小学生がフランスの台所で教わっ
たこと
ケイタ（小学6年生）・著
1400円 ／B5変 ／128頁 ／並製
4-916110-89-3  C0077 ／11月7日

▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●最後の空襲  熊谷
－8月14・15日戦禍の記憶と継承
熊谷空襲を忘れない市民の会・編
1800円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7845-1585-1
C0030 ／11月10日
●ヘイトスピーチ攻防の現場, 日韓記者・市民
セミナーブックレット2

裵哲恩・編, 石橋学、香山リカ・著
900円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7845-1147-1
C0030 ／11月10日
●語り継ぐ1969
－糟谷孝幸追悼50年  その生と死
1969糟谷孝幸50周年プロジェクト・編
2000円 ／A5 ／464頁 ／並製 4-7845-1584-4
C0030 ／11月10日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●「コロナ危機」を乗り越える将来社会論
－楽しく、やさしさへ 
鈴木敏正・著
2800円 ／A5 ／250頁 ／並製 4-8119-0582-2
C3037 ／11月2日
●食料品アクセス問題と食料消費、健康・栄養
高橋克也・編著, 八木浩平ほか・著
2500円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-8119-0583-9
C3033 ／11月30日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●科学技術社会と大学の倫理, 高等教育研究論集
羽田貴史・著
3200円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-7989-1656-9
C3037 ／11月6日
●女性の大学進学拡大と機会格差
日下田岳史・著
3600円 ／A5 ／304 頁 ／上製 4-7989-1645-3
C3037 ／11月13日
●労働社会学会年報31
日本労働社会学会・編
2400円 ／A5 ／192頁 ／上製 4-7989-1665-1
C3036 ／11月18日
●現代国際法の潮流Ⅰ－総論、法源・条約、機
構・経済、海洋、南極・宇宙
浅田正彦、桐山孝信、德川信治、西村智朗、
樋口一彦・編集
8400円 ／A5 ／536 頁 ／上製 4-7989-1661-3
C3032 ／11月24日
●現代国際法の潮流Ⅱ
－人権、刑事、遵守・責任、武力紛争
浅田正彦、桐山孝信、德川信治、西村智朗、
樋口一彦・編集
8400円 ／A5 ／536 頁 ／上製 4-7989-1662-0
C3032 ／11月24日
●教育制度学研究27
日本教育制度学会・編
2600円 ／A5 ／316頁 ／並製 4-7989-1666-8
C3037 ／11月30日

▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●世界自然遺産の島の医療史－戦前を生きた人
びとと医師の物語
藤村憲治・著
2500円 ／46 ／377頁 ／並製 4-86124-436-0
C0047 ／11月10日
●私とマヤナッツ－魂の伴侶のラブストーリー
大田美保・著
2000円 ／46 ／278頁 ／並製 4-86124-434-6

C0026 ／11月11日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●日本の科学者12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 4-7807-1366-4
C0336 ／11月20日
●理科教室  2020年12月号（No.792）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1556-9
C0340 ／11月20日
●作文と教育  2020年日本子ども文詩集
日本作文の会・編
1000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7807-1739-6
C0337 ／11月20日
●南紀州  荒南風のとき
祥賀谷悠・著
2200円 ／A5 ／376頁 ／上製 4-7807-1982-6
C0093 ／12月10日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●新型コロナ禍の交通
上岡直見・著
2000円 ／46 ／225頁 ／上製 4-8461-2020-7
C0036 ／11月4日
●新型コロナのエアロゾル感染  下巻
－提言編  法律・経済・教育問題
長崎大学バイオハザード予防研究会・著
1900円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8461-2021-4
C0036 ／11月4日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●「地球市民」としての企業経営
－プラネタリー・カンパニーの時代
白井均・著
2200円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1998-3
C0034 ／11月2日
●評伝  藤枝静男
－或る私小説家の流儀, 桜美林大学叢書 1
勝呂奏・著
3800円 ／A5 ／392頁 ／上製 4-8460-1962-4
C1095 ／11月2日
●カントの思考の漸次的発展
－その「仮象性」と「蓋然性」
船木祝・著
2500円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-8460-1965-5
C0010 ／11月2日
●アイルランド－人のいとなみ
伊藤龍也・著, ダニエル・ホーガン・訳
1800円 ／A5 ／96頁 ／上製 4-8460-1897-9
C0039 ／11月13日
●モンタギュー・エッグ氏の事件簿,
論創海外ミステリ258
ドロシー・Ｌ・セイヤーズ・著, 井伊順彦 訳
2800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-1996-9
C0097 ／11月20日
●コロナ禍の日常－地方の窓から見えた風景
梅本清一・著
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▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協12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「20年12月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「12月に出
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