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●ほんのひとこと

「シュルレアリスム」雑感、あるいは「編集者」の死
●出版協理事

河野和憲
彩流社

毎週拝読している「図書新聞」
（2020
年 2 月 15 日号）の最終面の記事
「ジャック・ヴァシェ著『戦時の手紙』
は〈創作〉翻訳で済まされるのか？」
を読んで驚いた。もちろん「書評」で
はあるのだが、翻訳書の出版に対する
猛烈なる「抗議」文であったからだ。
そしてまた、この記事の執筆者が、か
つて愚生が編集担当した翻訳書（ボリス・
シリュルニク『妖精のささやき』）の
訳者のひとりの後藤美和子氏であり、
その穏やかな人柄からは想像もつかな
いほどの熱の入った糾弾的な記事であっ
たということも要因であった。
記事は 2019 年 8 月に河出書房新社
から刊行されたジャック・ヴァシェの
『戦時の手紙』（原智広訳）をめぐるも
のであり、「『訳書』を読んでみると、
実に全ての頁が『訳者』による『創作』
と原文の改竄によって埋めつくされて
いることに驚かざるを得ない」と後藤
氏は記す。そして、五つの具体的事例
を挙げ、仏語原文、原氏の訳文、後藤
氏の訳文を紹介する。これらの比較対
照例を見れば明らかなように、原氏の
「訳文」は後藤氏が指摘するように「創
作」というほかはない。
《自由というただひとつの言葉だけが、
いまも私をふるいたたせるすべてである。
思うにこの言葉こそ、古くからの人間
の熱狂をいつまでも持続させるにふさ
わしいものなのだ。それはおそらく私
のただひとつの正当な渇望にこたえて
くれる。私たちのうけついでいる多く
の災厄にまじって、精神の最大の自由
がいまなおのこされているということを、
しかと再認識しなければならない。そ
れをむやみに悪用しないことが、私た
ちの役目である。想像力を隷従に追い
こむことは、たとえ大まかに幸福など
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とよばれているものがかかわっている
ばあいでも、自分の奥底に見いだされ
る至高の正義のすべてから目をそらす
ことに等しい》（ブルトン『シュルレ
アリスム宣言』巖谷國士訳、岩波文庫）
なぜこのような「事態」に至ったの
だろうか。担当編集者は本書の刊行に
あたっていかなる「役割」をはたし、
また版元はいかなる「決断」のもとに
本書を出版したのだろうか。
これまでの微々たる愚生の「経験」
のうえで記せば、編集者が翻訳書を編
集担当するに際して、原文と訳文を一
言一句照らし合わせて編集作業し、そ
ののちに出版にまで漕ぎ着けるという
ことはそうそうあることではないと思
う（もちろん何事にも「例外」はある）
。
せいぜいが訳文を校正紙で読んで、
「日
本語」として読みにくいと思われる箇
所を訳者に伝えるぐらいではなかろうか。
その意味では、訳者（著者ともだが）
と編集者の「共同作業」は、ことの善
悪を問わず「共同正犯」といえよう。
ということは、互いに対する「信頼」
「信
用」が根源になければ、編集・製作の
作業はまっとうに進行しないと思う。
「本書（ヴァシェの訳書）における『創
作』と原文内容の改竄は『軽い驚き』
で済まされる程度のものではない。『創
作』翻訳などと片づけて見逃される次
元ではなく、筆者も交流のあるヴァシェ
のご遺族に対する責任問題になりかね
ないのである。翻訳書出版で伝統のあ
る河出書房新社はこの事態をどうとらえ、
どう対処するつもりなのだろうか。早
急な対応を待ちたい」と、後藤氏は記
事を結んでいるのだった。
ともあれ、「シュルレアリスム」と
の繋がりでは、この人を想起せざるを
えない。先般早世した畏敬する編集者・

松井純氏だ。松井氏と共通の友人であ
る編集者から彼の訃報を聞いた。「ウ
ソでしょ！」というのが正直な反応だっ
た。それにしてもあまりに早い死であ
り衝撃であった（享年 52）
。
《生きること、生きるのをやめるこ
とは、想像のなかの解決だ。生は別の
ところにある》（ブルトン、同上）
愚生が駆け出しの素人同然の編集者
のころ、彼は颯爽と「人文書院の松井
です」と姿を現わした。松井氏は京都
にある版元の編集者で、歳はひとつし
か違わないがすでに風格ある編集者で
あった。そのときの主たる用件は、当時、
愚生が属していた版元への企画の売り
込みで、それが「シュルレアリスト」
の叢書で、たしか８巻ぐらいのもので
あったと記憶している。
そして松井氏は、この「企画」が日
本のシュルレアリスム受容にとってい
かに重要であり、のちには「地殻変動」
をもたらすであろうということを熱く
語った。しかしながら愚生は、提示さ
れた企画に関する記憶はほとんどなく、
彼が奢霸都館の生田耕作の熱烈な愛読
者で、いずれは研究者になりたいのだな、
という印象を強く感じたのであった。
周知のように、しばらくして松井氏
は人文書院から平凡社へと移籍し、多
くの書籍を企画・製作していった。
旧知の「編集者」の死からいろいろ
考えた。われわれ編集者の「使命」と
はいったい何なのだろうか。ハイデガー
は「言葉が語る」といったが、ベンヤ
ミンの「翻訳者の使命」を傍らにおき、
「編集者の使命」を徹底的に深く考え
ること。つねに問い続けるしかない。

日本出版者協議会

一般社団法人

電話 03-6279-7103● FAX 03-6279-7104

●このFAXが不要の場合はFAX等でご連絡ください●
ブログ●http://www.shuppankyo.or.jp

shuppankyo@neo.nifty.jp

3月に出る本

●出版協

「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／03-3234-2609
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●仏教における女性差別を考える
－親鸞とジェンダー
源淳子・著
1500円 ／46 ／176頁 ／並製 4-87154-176-3
C3036 ／3月4日
●まされる宝
－心療内科医とその妻の子育てエンジョイ記
岡部憲二郎、登喜子・著
1600円 ／46 ／288頁 ／並製 4-87154-178-7
C0095 ／3月4日
●我が町にも戦争があった－私の戦争体験記
椎名仁・著
2200円 ／46 ／384頁 ／上製 4-87154-174-9
C0095 ／3月20日
●月刊 数学教室 ４月号（No.814）
－特集／この授業プランで一学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-040-4 ／3月7日
●隔月刊 社会保障 春号（No.489）
－特集／公立病院統廃合ＮＯ！
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-489-4
C3036 ／3月10日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●大聖寺藩, シリーズ藩物語
山口隆治・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7155-5 C0321 ／3月7日
●「日本」誕生－東国から見る建国のかたち
熊倉浩靖・著
2700円 ／46 ／260頁 ／上製 4-7684-5873-0
C0021 ／3月中旬
●増補改訂版 コンゴ共和国 マルミミゾウとホ
タルの行き交う森から
西原智昭・著
2300円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7684-5877-8
C0040 ／3月中旬
●核時代のテクノロジー論－ハイデガー『技術
とは何だろうか』を読み直す, シリーズ「いま
読む！ 名著」
森一郎・著
2200円 ／46 ／240頁 ／上製 4-7684-1019-6
C0310 ／3月中旬
●季刊 福祉労働166号－特集「教員の働き方
改革」考 みんなの学校をめざして
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-2366-0
C0330 ／3月中旬
出版協BOOKSを利用される
▼合同出版／03-3294-3509
皆様へ
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eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●みんなの怒りスイッチをさがせ！
－ゲームで身につくアンガーマネジメント
日本アンガーマネジメント協会・監修
3600円 ／B6 ／60枚 ／カード
4-7726-1410-8 C8037 ／3月11日
●インスタントヘルプ！ 10代のためのマイン
ドフルネストレーニング－不安と恐れで押しつ
ぶされそうな子どもをヘルプするワーク
エイミー・サルツマン・著, 今井正司・監修
2800円 ／B5 ／60枚 ／カード 4-7726-1415-3
C0037 ／3月下旬
●教育実践◎中学生のストレスマネジメント
安川禎亮・編著
1500円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7726-1421-4
C0037 ／3月下旬
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●ハワイ日系人の強制収容史
－太平洋戦争と抑留所の変遷
秋山かおり・著
4500円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-7791-2662-8
C0022 ／3月3日
●グアンタナモ
－アメリカ・キューバ関係にささった棘
渡邉優・著
3000円 ／46 ／257頁 ／並製 4-7791-2655-0
C0022 ／3月10日
●お買い物は楽しむため
－現代イギリスの消費文化とジェンダー
エリカ・ダイアン・ラパポート・著,
佐藤繭香、成田芙美、菅靖子ほか・監訳
4800円 ／A5 ／496頁 ／上製 4-7791-2579-9
C0022 ／3月10日
●増補新版 ユダヤ世界に魅せられて
広瀬佳司・著
2700円 ／46 ／312頁 ／並製 4-7791-2661-1
C0022 ／3月18日
●中国朝鮮族の移動と東アジア
－元日本留学生の軌跡を辿る
権香淑、宮島美花・編著
2500円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2649-9
C0036 ／3月25日
●まんが 古関裕而ものがたり（仮）
内藤誠・原作, 三代目仙之助・作画
1200円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7791-2647-5
C0073 ／3月26日
●LITERATURE AS THEOLOGY
－The Parable of the Prodigal Son in the
Fiction of Elizabeth Gaskell
Tatsuhiro Ohno・著
7000円 ／A5 ／356頁 ／上製 4-7791-2682-6
C0098 ／3月31日

1700円 ／46 ／256頁 ／並製 4-916110-41-1
C0061 ／3月30日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
http://www.shahyo.com
●植民地支配下の朝鮮農民－江原道の事例から
樋口雄一・著
2600円 ／46 ／ 282頁 ／上製 4-7845-1210-2
C0030 ／3月6日
●私たちは津久井やまゆり園事件の「何」を裁
くべきか
－美帆さん智子さんと、甲Zさんを世の光に！
堀利和・編著
2000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7845-1213-6
C0030 ／3月13日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●無塩の養生食
境野米子・著
1300円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-88340-342-4
C0077 ／3月18日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●協同組合研究のヌーベルバーグ
坂下明彦、小林国之ほか・編著
2500円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8119-0568-6
C0036 ／3月6日
●農協系統組織再編と独立経済連の位置
藤田久雄・著
3500円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-8119-0569-3
C3061 ／3月13日
●平成農政の真実
菅正治・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8119-0570-9
C0061 ／3月13日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●見知らぬ文化の衝撃－文化人類学に生きて
吉田正紀・著
3400 円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-7989-1613-2
C3039 ／3月15日
●大学改革の処方箋
－中長期計画推進・教育改善・職員力向上
篠田道夫・著
2300円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7989-1614-9
C3037 ／3月15日

▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●奄美・沖縄 カトリック宣教史
▼自然食通信社／03-3816-3879
－パリ外国宣教会の足跡
info@amarans.net
A. ハルブ神父・著, 岡村和美・訳,
http://www.amarans.net
●ほどくよ どっこい ほころべ よいしょ 暗闇へ 安渓遊地・監修
1500円 ／A5 ／127頁 ／並製 4-86124-421-6
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３月に出る本／出版協BOOKS
志學館大学生涯学習センター、霧島市教育委員
会、鹿児島工業高等専門学校・編
800円 ／A5 ／68頁 ／並製 4-86124-419-3
C0036 ／3月25日
●奄美群島の歴史・文化・社会的多様性
渡辺芳郎・編著
2500円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-86124-418-6
C0030 ／3月25日
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●K・ペンデレツキの声楽作品における死と生
のダイナミズム－クラスター作法の意味論
黄木千寿子・著
2200円 ／A5 ／206頁 ／並製 4-8331-3181-0
C0073 ／3月上旬
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●美しい橋
早乙女勝元・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-7807-1957-4
C0093 ／3月10日
●日本の科学者4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 4-7807-1358-9
C0336 ／3月20日
理科教室 2020年4月号（No.784）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1548-4
C0340 ／3月20日
●しのび寄る国家の道徳化
碓井敏正・著
1200円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7807-1961-1
C0036 ／3月26日
●安くて旨くて楽しくて
丸山伸弥・著
1200円 ／46 ／184頁 ／並製 4-7807-1963-5
C0077 ／3月下旬
●労働組合をどうする－その強化への挑戦
基礎経済科学研究所東京支部・編
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7807-1960-4
C0036 ／3月下旬
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●イアブック核軍縮・平和2019
NPO法人ピースデポ・編著
2000円 ／A5 ／344頁 ／並製 4-8461-2005-4
C0036 ／3月6日
●原子力市民年鑑2018～2020
原子力資料情報室・編
4300円 ／A5 ／322頁 ／並製 4-8461-2004-7
C0036 ／3月6日
●原発避難はできるか
上岡直見・著
2000円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8461-2006-1
C0036 ／3月中旬
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com

●生命の探求 人は生まれ変わる
平野正利・著
1200円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8460-1909-9
C0015 ／3月6日
●ポンコツ競走馬の秘密, 論創海外ミステリ247
フランク・グルーバー・著, 冨田ひろみ・訳
2200円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1890-0
C0097 ／3月6日
●憑りつかれた老婦人, 論創海外ミステリ248
M・R・ラインハート・著, 金井真弓・訳
2800円 ／46 ／320頁 ／上製 4-8460-1899-3
C0097 ／3月6日
●飛鳥高探偵小説選Ⅴ, 論創ミステリ叢書122
飛鳥高・著
4000円 ／A5 ／440頁 ／並製 4-8460-1838-2
C0093 ／3月11日
●ルポ 闘う情状弁護へ
佐藤幹夫・著
2400円 ／46 ／304頁 ／並製 4-8460-1903-7
C0036 ／3月18日
●希望を失わず
清水安三・著
1500円 ／46 ／292頁 ／並製 4-8460-1911-2
C0023 ／3月22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
●沖縄｢戦争マラリア｣
－強制疎開死3600人の真相に迫る
大矢英代・著
1600円 ／46 ／224頁 ／並製 4-87154-166-4
C3036 ／2月17日
●追従で国を損なう安保ン丹
－川柳で安倍政権を捌く
八角宗林・著
1200円 ／46 ／80頁 ／上製 4-87154-175-9
C0095 ／2月17日
●ロスジェネのすべて－格差、貧困、｢戦争論｣
雨宮処凛、倉橋耕平、貴戸理恵、木下光生、松
本哉・著
1600円 ／46 ／248頁 ／並製 4-87154-177-0
C3036 ／2月20日
●月刊 数学教室 3月号（No.893）
－特集／楽しい〇△□の授業③
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-030-5 ／2月7日
▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●僕は一生をかけて「神」を見つけたのかもし
れない
保江邦夫・著
1800円 ／46 ／206頁 ／並製 4-87525-347-1
C0042 ／2月26日
▼共和国／ 042-420-9997
naovalis@gmail.com
http://www.ed-republica.com
●凧
ロマン・ガリ・著, 永田千奈・訳
2700円 ／A5 ／316頁 ／並製 4-907986-61-2
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C0097 ／2月12日
●羽音に聴く－蜜蜂と人間の物語
芥川仁・著
2400円 ／菊変 ／88頁 ／上製 4-907986-69-8
C0072 ／2月15日
●アンタゴニズムス
－ポピュリズム〈以後〉の民主主義
山本圭・著
2700円 ／46 ／280頁 ／並製 4-907986-68-1
C0031 ／2月25日
●ナショナルな欲望のゆくえ
－ソ連後のロシア文学を読み解く
松下隆志・著
2800円 ／菊変 ／308頁 ／上製
4-907986-62-9 C0098 ／2月29日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●メキシコ・地人巡礼
小林孝信・著
2000円 ／46 ／248頁 ／上製 4-7684-5869-3
C0026 ／2月13日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●パイロットは知っている 羽田増便・都心低
空飛行が危険なこれだけの理由
杉江弘＋山口宏弥・著
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7726-1419-1
C0036 ／2月12日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●日本映画裏返史
二階堂卓也・著
3000円 ／46 ／369頁 ／並製 4-7791-2656-7
C0074 ／2月5日
●プロ野球の誕生
－迫りくる戦時体制と職業野球
中西満貴典・著
3000円 ／46 ／223頁 ／並製 4-7791-2657-4
C0075 ／2月5日
●会社は誰のものか－経済事件から考えるコー
ポレート・ガバナンス, フィギュール彩Ⅱ
加藤裕則・著
1700円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-7106-2
C0334 ／2月12日
●日本古代史の「病理」
－戦争体験を風化させる学界の風潮
相原精次・著
2800円 ／A5 ／300頁 ／並製 4-7791-2618-5
C0021 ／2月19日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●植民地教育とはなにか－現代日本を問う
佐野通夫・著
1400円 ／46 ／268頁 ／並製 4-380-20001-4
C0036 ／2月28日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
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●人生のロマンと挑戦
－「働・学・研」協同の理念と生き方
十名直喜・著
2300円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-7845-1580-6
C0030 ／2月6日
●アリ 西サハラの難民と被占領民の物語
平田伊都子・著, 川名生十・写真
2000円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7845-1579-0
C0030 ／2月6日
▼新宿書房／03-3262-3393
info@shinjuku-shobo.co.jp
http://www.shinjuku-shobo.co.jp
●甲斐啓二郎写真集 骨の髄 Down to the Bone
－世界のスポーツの始原の祭事を追って
甲斐啓二郎・著
5300円 ／26cm×25cm ／132頁 ／上製
4-88008-481-7 C0072 ／2月29日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●とっておき手づくりジャム
池宮理久・著
1300円 ／A5 ／116頁 ／並製 4-88340-339-4
C0077 ／2月18日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●飽食と崩食の社会学
－豊かな社会に迫る農と食の危機
橋本直樹・著
2000円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8119-0567-9
C0061 ／2月28日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●アメリカ教育研究30
アメリカ教育学会編集委員会・編
2000円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7989-1610-1
C3037 ／2月12日
●大学教授職の国際比較－世界・アジア・日本
有本章・編著
4200円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-7989-1569-2
C3037 ／2月12日
●エリートの育成と教育
市川昭午・著
3400円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1606-4
C3037 ／2月18日
●自然村再考
高橋明善・著
6400円 ／A5 ／568頁 ／上製 4-7989-1591-3
C3036 ／2月25日
●近代中国人日本留学の社会史
－昭和前期を中心に
周一川・著
6000円 ／A5 ／384頁 ／上製 4-7989-1595-1
C3037 ／2月25日

出版協BOOKSを利用される
皆様へ

3月に出る本／出版協BOOKS ▼出版社名（50音順） ●書名―サブタイトル／著者など
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●アメリカ大学史における女性大学教員支援政策
坂本辰朗・著
3200円 ／A5 ／248頁 ／上製 4-7989-1620-0
C3037 ／2月28日
●近代日本学校教育の師弟の変容と再構築
岩木勇作・著
3700円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1615-6
C3037 ／2月28日
●初動期大規模災害復興の実証的研究
小林秀行・著
5600円 ／A5 ／448頁 ／上製 4-7989-1623-1
C3036 ／2月25日
●変貌する豊田－グローバル化と社会の変化に
直面するクルマのまち
丹辺宣彦、中村麻里、山口博史・編著
3800円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-7989-1622-4
C3036 ／2月28日
●芸術に根ざす授業構成論
桂直美・著
3700円 ／A5 ／384頁 ／上製 4-7989-1624-8
C3037 ／2月28日
●現代国際社会学のフロンティア－アジア太平
洋の越境者をめぐるトランスナショナル社会学
西原和久・著
1100円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1621-7
C3036 ／2月28日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●実践的問題中心カリキュラムに基づく家庭科
授業－理論と実践
ユ・テミョン、イ・スヒ・著, 倉元綾子・訳
2500円 ／A5 ／220頁 ／並製 4-86124-420-9
C3077 ／2月29日
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●一九三〇年代「教労運動」とその歌人たち
－長野県「二・四事件」のひびき
碓田のぼる・著
1500円 ／46 ／184頁 ／上製 4-7807-1956-7
C0095 ／2月4日
●国策落語はこうして作られ消えた
柏木新・著
2000円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7807-1959-8
C0076 ／2月10日
●日本の科学者3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 4-7807-1357-2
C0336 ／2月20日
●作文と教育 2020年3月号
日本作文の会・編
828円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1734-1
C0337 ／2月20日
●理科教室 2020年3月号（No.783）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1547-7
C0340 ／2月20日
●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3月」
に出
版 す る 予 定 の 書 籍・雑 誌 を 紹 介 し た
「3月に出
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ISBN（978省略）／発行予定

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●原発は日本を滅ぼす
青谷知己、小倉志郎、草野秀一、後藤政志、後
藤康彦、山際正道・共著
1800円 ／46 ／230頁 ／並製 4-8461-2001-6
C0036 ／2月5日
●Q&A 新 電磁波・化学物質過敏症対策
加藤やすこ・著
1800円 ／A5変 ／272頁 ／並製
4-8461-2002-3 C0336 ／2月19日
●乳幼児ワクチンと発達障害
臼田篤伸・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8461-2003-0
C0047／2月21日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●ベスト・プレイズ Ⅱ－西洋古典戯曲13選
西洋比較演劇研究会・編
4200円 ／A5 ／784頁 ／並製 4-8460-1882-5
C0074 ／2月5日
●亀は死を招く, 論創海外ミステリ246
エリザベス・フェラーズ・著, 稲見佳代子・訳
2500円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-1900-6
C0097 ／2月5日
●クリシェ
川村毅・著
1200円 ／46 ／112頁 ／上製 4-8460-1904-4
C0074 ／2月5日
●言語の復権のために
－ソシュール、イェルムスレウ、ザメンホフ
立川健二・著
2400円 ／46 ／296頁 ／上製 4-8460-1691-3
C1010 ／2月13日
●ダンスは冒険である－身体の現在形
石井達朗・著
2200円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1849-8
C0073 ／2月13日
●歌謡曲が輝いていた時 昭和の作詞家20人100曲
塩澤実信・著
2000円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-1912-9
C0095 ／2月13日
●歌謡曲が輝いていた時 昭和の作曲家20人100曲
塩澤実信・著
2000円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-1913-6
C0095 ／2月13日
●偽義経 冥界に歌う 令和編, K.Nakashima
selection 32
中島かずき・著
1800円 ／46 ／192頁 ／上製 4-8460-1901-3
C0074 ／2月19日
●細い赤い糸
飛鳥高・著
2500円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1885-6
C0093 ／2月19日
●わたしのお母さん－おとなに捧げる親孝行絵本
山海しなの・著, 芙雨・イラスト
1000円 ／A4変 ／32頁 ／上製 4-8460-1910-5
C0793 ／2月25日
る本」
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