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●ほんのひとこと

拡散させてはならない「コロナ差別」

●出版協理事

髙野政司
解放出版社

昨年 12 月に中国の武漢で発生
した新型コロナウイルス（COVID19）はまたたくまに世界中に広
まりました。日本においては感染
拡大への対策として 2 月末に突
然の全国の学校への休校要請、4
月には緊急事態宣言を発動し 3
密の回避や社会活動、経済活動の
自粛を要請します。感染拡大の縮
小化に伴い宣言は解除されたもの
の第 2 波、第 3 波の懸念はつづ
いています。
効果のある薬の開発や「発見」、
ワクチンの開発、医療体制など医
学・医療面がかかえる大きな問題
とも関係していると思いますが、
「コロナ差別」と向き合わなけれ
ばならなくなりました。医療従事
者やその家族、福祉関係従事者、
スーパーやコンビニなどお店で働
く人、宅配業者、運転手など、エッ
センシャルワーカーに対する差別、
排除や暴言です。感染者に対する
憎悪や身元暴き、解雇をされ職や
更には住居を失う人、「夜の街」
と名づけて特定の職種や地域に対
してのバッシングもおこりました。
エッセンシャルワーカーについ
て考えてみたいと思います。緊急
事態宣言下で多くの書店がしまり
ました。その代替えをしたのがイ
ンターネット書店などだと思いま
す。本を求める方は直に書店に行
かずに自宅などに届けてもらえる
わけですから感染リスクは少なく
なるはずです。しかしながら版元
から購読者に本が届くまでには当
たり前に人がかかわります。版元

〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B

からの取次や書店への納品は版元
自身、印刷・製本所または倉庫業
者からの人によります。品分け、
届け先明示にも人がかかわります。
いよいよ購入者への届けは宅配業
者ではないでしょうか。町の本屋
やスーパーなどでも、生産者や製
造元からお客さんに品物が届くま
でにも同じく多くの人がかかわり
ます。「自粛」を要請する一方で
その自粛に応えるためにたくさん
の人が「非自粛」をしなければな
りません。「8 割程度の自粛を」
とありましたが、2 割にエッセン
シャルワーカーが含まれていると
考えられるでしょう。「非自粛」
を担う人たちに対する差別的な対
応や排除、暴言などを許していい
はずがありません。
この構造は食肉をたべる人と食
肉をつくる人との関係に似ている
と思います。食肉ができるまでは
酪農農家・酪農牧場→屠畜場・屠
畜→セリ・問屋→肉屋・スーパー
→消費者だと思います。この中で
酪農についてはさまざまに見たり、
聞いたりすると思います。「美味
しい肉」は大歓迎でいろいろと知
るところです。他方で豚や牛がそ
れぞれ豚肉、牛肉になる過程やそ
こで働く人はあまり「見えない」
と思います。「見えない」背景に
は忌避や排除などがあると思いま
す。屠畜労働者などが自身の仕事
を第三者などになかなか言いにく
い、話すのをはばかる現状がガン
としてあります。この現状は屠畜
労働者たちがつくっているのでは

ないことは当然です。本を手にい
れる、焼き肉を食べる「受益者」
は宅配業者や物流関係者、屠畜労
働者などを介してなりたっていま
す。また、ある屠畜労働者だった
方は、屠畜をしているときに険し
い顔をしているのを見た人が（屠
場見学かと思います）「生き物の
命をうばっているのでその後ろめ
たさでそのような顔をしているの
だろう」と言ったことに対して反
論をしています。牛は育成者から
の預かりもので、肉にしていく作
業工程でのミスで肉にキズをつけ
たりすると、セリでの値段が落ち
てしまい生産者に大きな損害をあ
たえてしまうことになる、その責
任を考えながら仕事をしているの
だということです。険しい顔はい
い肉をつくるのだというプライド
の反映ということでした。このコ
ロナ禍で「非自粛」を担うという
ことは、声が届くかどうかはべつ
としてプライドや使命感をもって
のことと考えています。
エッセンシャルワーカーに対し
てはここで述べるまでもなく感謝
し、共感し差別や排除などについ
ては否としている方がたくさんい
ると思います。しかし、一方でま
た感染拡大がはじまったときには
その恐怖心や優越感などから差別
や排除、身元暴きなどが拡散して
もおかしくはない現状だと思って
います。
自戒の念もこめて少し考えを言
わせていただきました。
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▼彩流社／03-3234-5932
熊谷空襲を忘れない市民の会・編
sairyusha@sairyusha.com
1800円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7845-1585-1
http://www.sairyusha.com
C0030 ／11月10日
●日本古代国家と天皇の起源
●ヘイトスピーチ攻防の現場, 日韓記者・市民
－運命の鏡 隅田八幡鏡は物語る
セミナーブックレット2
林順治・著
裵哲恩・編, 石橋学、香山リカ・著
ISBNは冒頭の「978-」を
2500円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7791-2711-3
900円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7845-1147-1
省略して掲載しています
C0021 ／11月11日
C0030 ／11月10日
●本当の豊かさ
●語り継ぐ1969
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
－糟谷孝幸追悼50年 その生と死
▼海象社／03-6868-4061
3000円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2715-1
1969糟谷孝幸50周年プロジェクト・編
https://www.kaizosha.co.jp
C0098 ／11月16日
2000円 ／A5 ／464頁 ／並製 4-7845-1584-4
●あたらしい自分との出会いNew Self
●紀行 いまだかえらず
C0030 ／11月10日
－「自分らしさ」の発見、「多様性」の尊重、 立野正裕・著
そして「協働」の実現
3000円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2714-4
▼新宿書房／03-3262-3393
川西俊吾、元山琴菜・著
C0022 ／11月16日
info@shinjuku-shobo.co.jp
1000円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-907717-13-1
●ドン・キホーテのスペイン社会史
http://www.shinjuku-shobo.co.jp
C0037 ／11月5日
－黄金時代の生活と文化
●狸（たぬき）の腹鼓（はらつづみ）,
岩根圀和・著
宇江敏勝 民俗伝奇小説集第10巻
▼解放出版社／06-6581-8552
2500円 ／A5 ／244頁 ／並製 4-7791-2720-5
宇江敏勝・著
hanbai@kaihou-s.com
C0022 ／11月16日
2200円 ／46 ／260頁 ／上製 4-88008-482-4
http://www.kaihou-s.com
●東電刑事裁判 福島原発事故の責任を誰がと C0095 ／11月下旬
●トコトン生きるための15問
るのか
玉木幸則・著
海渡雄一・著
▼筑波書房／03-3235-5949
1400円 ／46 ／144頁 ／並製 4-7592-6124-0
1300円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2641-3
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
C0036 ／11月26日
C0036 ／11月24日
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●ジューイッシュ・コミュニティ
●「コロナ危機」を乗り越える将来社会論
▼現代書館／03-3262-5906
－ユダヤ系文学の源泉と空間
－楽しく、やさしさへ
http://www.gendaishokan.co.jp
広瀬佳司、伊達雅彦・編
鈴木敏正・著
●シモーヌ（Les Simones）VOL.3
2400円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7791-2705-2
2800円 ／A5 ／250頁 ／並製 4-8119-0582-2
－特集：オランプ・ドゥ・グージュ――18世紀 C0098 ／11月24日
C3037 ／11月2日
の女による「異議申し立て」を引き受ける
●あおり運転－被害者、加害者にならないため ●食料品アクセス問題と食料消費、健康・栄養
シモーヌ編集部・編
のパーフェクトガイド
高橋克也・編著, 八木浩平ほか・著
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-7684-9103-4
菰田潔・著
2500円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-8119-0583-9
C0036 ／11月中旬
1600円 ／46 ／160頁 ／並製 4-7791-2708-3
C3033 ／11月30日
●コーヒーを味わうように民主主義をつくりこ C0036 ／11月25日
む－日常と政治が隣り合う場所
●毎日が楽しくなるイラスト花図鑑
▼東信堂／03-3818-5514
秋山訓子・著
エリ・著
tk203444@fsinet.or.jp
【2020年11月現在●73社】
1700円 ／46 ／208頁 ●会員社一覧
／並製 4-7684-5889-1
1400円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7791-2717-5
http://www.toshindo-pub.com
C0031 ／11月下旬 【あ】
【な】
【ま】
現代書館 C0076 ／11月27日
随想舎
●住民自治と地域共同管理9,
南方新社
あけび書房
明月堂書店
現代人文社
数学書房
●ただ、そこにいる人たち
コミュニティ政策叢書
梓出版社
めこん
スタジオタッククリエイティブ
皓星社
－小松理虔さん「表現未満、」の旅
▼三一書房／03-6268-9754
中田実・著
青灯社
【は】
アーニ出版
木犀社
合同出版
クリエイティブサポートレッツ＋小松理虔・著
3400円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1643-9
世織書房
ありな書房
パイインターナショナル
コスモの本info@31shobo.com
1800円 ／46 ／288頁 一光社
／並製 4-7684-3583-0
せりか書房
白澤社
【や】
こぶし書房http://31shobo.com
C3036 ／11月2日
千書房
インパクト出版会
晩成書房
唯学書房
コモンズ ●静脈産業と在日企業
C0036 ／11月下旬
●科学技術社会と大学の倫理, 高等教育研究論集
創森社
ひとなる書房
有志舎
－資源循環の過去・現在・未来
羽田貴史・著
創土社
【か】
批評社
【さ】
▼合同出版／03-3294-3509
劉庭秀・著
3200円 ／A5 ／276頁 ／並製 4-7989-1656-9
草風館
海象社
風濤社
【ら】
桜井書店
eigyo@godo-shuppan.co.jp
2000円 ／A5 ／160頁 ／並製
4-380-20007-6 緑風出版
C3037 ／11月6日
解放出版社
風媒社
彩流社
http://www.godo-shuppan.co.jp
【た】
海鳴社
ブロンズ新社
ロクリン社
三一書房 C0036 ／11月30日
●女性の大学進学拡大と機会格差
知泉書館
花伝社
ぺりかん社
論創社
三元社
●レジリエンスが育つたすけ合い体感ゲーム
日下田岳史・著
筑波書房
雁思社
北樹出版
自然食通信社
－「たすけて！ 」は生きぬくための合言葉
3600円 ／A5 ／286頁 ／並製 4-7989-1645-3
柘植書房新社
吉夏社
ポラーノ出版
社会評論社▼自然食通信社／03-3816-3879
上島博・編著
amarans@circus.ocn.ne.jp
C3037 ／11月13日
東信堂
気天舎
本の泉社
出版人
3600円 ／89×63mm 教育史料出版会
／120頁 ／カード 松柏社
同時代社
ほんの木
http://www.amarans.net
●労働社会学会年報31
道玄坂書房
健学社
新宿書房 ●料理大好き小学生がフランスの台所で教わっ
4-7726-5502-6 C8037
／11月下旬
日本労働社会学会・編
健康と良い友だち社
新泉社
●話せない私研究－大人になってわかった場面
たこと
2400円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7989-1665-1
現代企画室
水声社
緘黙との付き合い方
ケイタ（小学6年生）・著
C3036 ／11月18日
モリナガアメ・著
1400円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-916110-89-3
1500円 ／A5 ／244頁 ／並製 4-7726-1437-5
C0077 ／11月7日
▼南方新社／099-248-5457
C0037 ／11月下旬
info@nanpou.com
●ゆうこさんのルーペ
▼社会評論社／03-3818-2808
http://www.nanpou.com
多屋光孫・絵と文
book@shahyo.com
●世界自然遺産の島の医療史－戦前を生きた人
1800円 ／B5変 ／48頁 ／上製 4-7726-1440-5 https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
びとと医師の物語
C8736 ／11月下旬
●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。
●最後の空襲 熊谷
藤村憲治・著
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
－8月14・15日戦禍の記憶と継承
2500円
／46
／377頁 ／並製 4-86124-436-0
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
「20年11月」
に
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。
「総額表示」はしていません
価格は「本体価格」で表示

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
C0047 ／11月中旬
●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月下旬
●「海音寺潮五郎論」集成, 古閑章著作集 第五
巻 文学評論１
古閑章・著
1500円 ／A5 ／280頁 ／並製 4-86124-439-1
C0093 ／11月下旬
▼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 ／384頁 ／上製 4-7807-1982-6
C0093 ／11月28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 ／221頁 ／並製 4-8461-2020-7
C0036 ／11月6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 ／274頁 ／並製 4-8461-2021-4
C0036 ／11月6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
1500円 ／46 ／176頁 ／並製 4-8460-2009-5
C0036 ／11月20日
●古本愛好家の読書日録
高橋輝次・著
1800円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-8460-2007-1
C0095 ／11月30日
●脱獄王ヴィドックの華麗なる転身, 論創海外
ミステリ259
ヴァルター・ハンゼン・著, 小林俊明・訳
2800円 ／46 ／312頁 ／上製 4-8460-1990-7
C0097 ／11月30日
●統一教会と私, 論創ノンフィクション6
仲正昌樹・著
2200円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-1948-8
C0036 ／11月30日

─10月に出た本
▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●コロナ禍のなかの死刑, 年報・死刑廃止2020
年報・死刑廃止編集委員会・編
2300円 ／A5 ／286頁 ／並製 4-7554-0306-4
C0036 ／10月9日
●増補 刑事司法とジェンダー
牧野雅子・著
2200円 ／46 ／255頁 ／並製 4-7554-0307-1
C0036 ／10月29日
▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●なるほどベクトルポテンシャル
村上雅人・著
3000円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-87525-352-5
C3042 ／10月27日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●三島由紀夫VS音楽
宇神幸男・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7684-5887-7
C0095 ／10月7日
●哲学問答2020－ウイルス塹壕戦
千坂恭二・著
2300円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7684-5890-7
C0010 ／10月17日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●自己理解力をアップ！ 自分のよさを引き出す
33のワーク
高山恵子・著
1800円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7726-1424-5
C0037 ／10月8日
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●新型コロナ感染◎ダイヤモンド・プリンセス
号に隔離された30日間の記録
矢口椛子・著
1500円 ／46 ／160頁 ／並製 4-7726-1434-4
C0036 ／10月15日
●トトロの森をつくる
－トトロのふるさと基金のあゆみ30年
トトロのふるさと基金・編著
1600円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7726-1438-2
C0036 ／10月29日
▼コモンズ／03-6265-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●有機農業のチカラ－コロナ時代を生きる知恵
大江正章・著
1700円 ／46 ／256頁 ／並製 4-86187-168-9
C0036 ／10月26日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●アーユルヴェーダの驚きの果実 アムラの真実
ナラヤン・ダス・プラジャパティ、タルン・プ
ラジャパティ・著, イナムラ・ヒロエ・シャル
マ・監訳, 森田要・監修, 森山繁・訳
2200円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7791-2658-1
C0047 ／10月13日
●日米安保と砂川判決の黒い霧
－最高裁長官の情報漏洩を訴える国賠訴訟
吉田敏浩・著
1500円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2697-0
C0036 ／10月13日
●新型コロナウイルスから、身を守る・家計を
守る・くらしを守る－いのちもお金も大事！
彩流社編集部・編
1000円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7791-2709-0
C0030 ／10月13日
●昭和の寄席の芸人たち－赤塚盛貴写真集
赤塚盛貴・写真, 文
2500円 ／B5変 ／120頁 ／並製
4-7791-2679-6 C0076 ／10月19日
●ウスコク
－アドリア海の海賊 難民・略奪者・英雄
越村勲・著
2500円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2545-4
C0022 ／10月26日
●韓国スタディーツアー・ガイド
韓洪九・著, 崔順姫、韓興鉄・訳
2400円 ／A5 ／228頁 ／並製 4-7791-2696-3
C0036 ／10月26日
▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊・経済理論 第57巻 第3号
－特集＝マルクス抜粋ノート研究への招待
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／122頁 ／並製 4-905261-98-8
C3033 ／10月20日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●自然農を生きる
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●出版協

沖津一陽・著
2000円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-88340-344-8
C0061 ／10月13日
●シャインマスカットの栽培技術
山田昌彦・編
2500円 ／A5 ／226頁 ／並製 4-88340-345-5
C0061 ／10月22日
▼食べもの通信社／03-3518-0622
tabemono@trust.ocn.ne.jp
https://www.tabemonotuushin.co.jp
●知っておきたい身近な電磁波被ばく
－5Gで増大するリスク
家庭栄養研究会・編
1400円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7726-7711-0
C2047 ／10月25日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●増補 労働市場の地域特性と農業構造,
山崎亮一著作集1
山崎亮一・著
3500円 ／A5 ／300頁 ／並製 4-8119-0580-8
C3061 ／10月9日
●コロナ危機下の農政時論
田代洋一・著
2500円 ／A5 ／220頁 ／並製 4-8119-0581-5
C0033 ／10月16日
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1000円 ／A5 ／60頁 ／並製 4-86124-438-4
C0036 ／10月20日
▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru
●自園で新型コロナウイルスの感染者が出たと
き－事例に学ぶ 保育園・幼稚園・こども園です
ぐにすること・日頃から備えておくこと
新保庄三、野澤祥子・編著
800円 ／A5 ／72頁＋カラーチャート付 ／
並製 4-89464-274-4 C3037 ／10月7日
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●個からの出発 ある在日の歩み
崔勝久・著
1800円 ／46 ／300頁 ／並製 4-8331-1138-6
C0036 ／10月5日
●古地図で楽しむ長崎
大平晃久・編著
1600円 ／A5 ／165頁 ／並製 4-8331-0192-9
C0025 ／10月12日
●怨・狂・異の世界
綱澤満昭・著
1800円 ／46 ／244頁 ／並製 4-8331-0587-3
C0021 ／10月26日

▼木犀社／0263-88-6862
mokuseisha@kvd.biglobe.ne.jp
●インド花綴り－とっておき篇
西岡直樹・著, 画
2700円 ／小B6 ／304頁 ／上製
4-89618-070-1 C0095 ／10月31日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●農と食の戦後史
－敗戦からポスト・コロナまで
大野和興、天笠啓祐・著
1800円 ／46 ／188頁 ／上製 4-8461-2018-4
C0036 ／10月2日
●八ッ場ダムと倉渕ダム
相川俊英・著
1800円 ／46 ／204頁 ／上製 4-8461-2019-1
C0036／10月21日
●AI裁判
小川進・著
1800円 ／46 ／180頁 ／並製 4-8461-2017-7
C0036 ／10月23日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●近代出版史探索Ⅳ
小田光雄・著
▼本の泉社／03-5800-5353
6000円 ／46 ／696頁 ／並製 4-8460-1985-3
▼東信堂／03-3818-5514
mail@honnoizumi.co.jp
C0095 ／10月3日
tk203444@fsinet.or.jp
http://honnoizumi.co.jp
●2020年以降の高等教育政策を考える
http://www.toshindo-pub.com
●それぞれの新渡戸稲造
－グランドデザイン答申を受けて
●コミュニティ政策18
青山淳平・著
大槻達也、小林雅之、小松親次郎・編著
コミュニティ政策学会・編
1800円 ／46 ／296頁 ／上製 4-7807-1980-2
3600円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-8460-1966-2
2000円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7989-1658-3
C0093 ／10月15日
C3037 ／10月12日
C3036 ／10月16日
●季刊 オピニオン・プラス 2020秋 VOL.31
●帽子蒐集狂事件, 高木彬光翻訳セレクション,
●カナダの「開かれた」学校づくりと教育行政
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
論創海外ミステリ260
平田淳・著
700円 ／A4 ／48頁 ／並製 4-7807-1454-8
ジョン・ディクスン・カー、ジェームズ・バー
●会員社一覧【2020年11月現在●73社】
3900円 ／A5 ／360頁【あ】
／上製 4-7989-1652-1
C5336
／10月20日
ナード・ハリス・著, 高木彬光・訳
【な】
【ま】
現代書館
随想舎
C3037 ／10月27日
2020年秋号（第50号）
3800円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-2000-2
南方新社
あけび書房
明月堂書店
現代人文社●季論21数学書房
梓出版社
めこん
スタジオタッククリエイティブ
皓星社 『季論21』編集委員会・編
●ケースブック国際環境法
C0097 ／10月12日
青灯社
【は】
アーニ出版
合同出版
繁田泰宏、佐古田彰・編集代表
909円 ／A5
／288頁 ／並製
4-7807-1864-5 木犀社
●災害に負けない家を造ろう
世織書房
ありな書房
パイインターナショナル
コスモの本
2800円 ／A5 ／288頁 ／並製
4-7989-1657-6
保坂貴司・著
せりか書房
一光社
白澤社
【や】
こぶし書房C0336 ／10月20日
C3032 ／10月27日
●日本の科学者11月号
vol.55
2000円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-8460-1989-1
千書房
インパクト出版会
晩成書房
唯学書房
コモンズ
創森社
ひとなる書房
有志舎
●スレブレニツァ・ジェノサイド
－JOURNAL
OF JAPANESE SCIENTISTS
C2052 ／10月15日
創土社
【さ】
－25年目の教訓と課題【か】
日本科学者会議・編集,
発行 批評社
●続・最後の場所8
草風館
海象社
風濤社
【ら】
桜井書店
長有紀枝・編著
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1365-7
菅原則生・著
解放出版社
風媒社
緑風出版
彩流社
3200円 ／A5 ／272 頁 海鳴社
／上製 4-7989-1646-0
1000円 ／A5 ／92頁 ／並製 4-8460-2002-6
【た】
ブロンズ新社
ロクリン社
三一書房 C0336 ／10月20日
C3030 ／10月29日
知泉書館
花伝社
ぺりかん社
論創社
三元社
●理科教室
2020年11月号（No.791）vol.63
C0095 ／10月20日
筑波書房
雁思社
北樹出版
自然食通信社
科学教育研究協議会・編
●渡部恒三伝－次代へと託す、魂の遺言
柘植書房新社
吉夏社
ポラーノ出版
社会評論社
▼南方新社／099-248-5457
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1555-2
笠井尚・著
東信堂
気天舎
本の泉社
出版人
info@nanpou.com 教育史料出版会
C0340
／10月20日
1600円 ／46 ／316頁 ／上製 4-8460-1995-2
同時代社
ほんの木
松柏社
http://www.nanpou.com
2020年10・11月合併号
C0023 ／10月26日
道玄坂書房
健学社
新宿書房 ●作文と教育
●鹿児島県の歴史入門 健康と良い友だち社 新泉社
日本作文の会・編
●朱色の命
現代企画室
水声社
麓純雄・著
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1738-9
長野修・著
2000円 ／A5 ／252頁 ／並製 4-86124-437-7
C0337 ／10月20日
1800円 ／46 ／200頁 ／上製 4-8460-1991-4
C0021 ／10月20日
●青い波がくずれる
C0093 ／10月26日
●関西電力 原発マネースキャンダル,
戸石泰一・著
南方ブックレット12
1200円 ／B5変 ／264頁 ／並製
末田一秀・著
4-7807-1981-9 C0093 ／10月31日

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11月」
に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「11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。

