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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 石田俊二
三元社

　残念ながら、いまだコロナ収まらず、

東京都の感染者もまた増加している。

With コロナとはいえ、身近にも感染さ

れた方が、まま見受けられるようになっ

た。幸いにも、社内、会社のご近所さん

にはいまだ感染者は出ていないが。

　売上にコロナの影響がだいぶなくなっ

たと思われるところに、今度は、円安に

よる物価高、加えて、用紙代などなどの

値上げという事態になった。

　用紙代の値上げは、大幅なもので、今

後の本の価格に影響が出ることは間違い

ない。新刊については、価格を引き上げ

ざるを得ないと思われる。値上げがどの

程度かは各社によってまちまちであろう

し、売上にどの程度影響してくるかも分

からないが。

　既刊書の増刷にあたって、その価格を

据え置くか、あるいは値上げするかが悩

ましい所である。というのも、増刷する

にあたって、店頭在庫がすべてなくなっ

ている状態にするにはかなり時間がかか

るので、値上げすると価格の違うものが

店頭に並ぶことになってしまうからであ

る。あちらの書店とこちらの書店で値段

が違うということもありうる。本来は、

望ましくないのだが、それでは、店頭在

庫をすべて返品してもらうというのも、

なかなか難しい。また、ISBN を変更せ

ずに、価格を変更するのは、小社のシス

テム上では無理があるので、別の ISBN

を付けざるを得ない。内容はまったく同

じなのに、別の本として扱うということ

になってしまう。

　また、以前使った本文用紙、さらには

カバーや見返しの用紙などが廃番となっ

てしまうことも、増えてきた。大方、代

替え用紙で束厚が同じものがあるのだが、

ない場合は、カバー・デザインを若干修

正しなくては、使えなくなってしまう。

ここでも、さらにコストがかかることに

なる。

　各社、原価上昇分をどの程度価格に反

映させるのか、悩んでいるのではないだ

ろうか。大手版元でさえ、文庫や新書の

用紙を共通にして、なんとか価格を抑え

ようとしているぐらいなので、とりわけ、

小零細版元の場合は、価格交渉力は極め

て弱いので、上がったなりの価格をのま

ざるを得ない状態であろうから。

　こうなると、電子書籍は用紙代がない

分、価格に影響はないので、とりあえず

増刷は電子書籍でということも考えなく

ては、いけないかも知れない。

　とりわけ、国会図書館の電子配信が、

急速に進み始めたため、その流れがより

一層強まりそうである。もちろん、通常

の図書館で借りられない貴重な本や史資

料を気軽に見られるのは、利用者として

は大変有り難い話ではあるが、これが直

近に流通していた書籍までとなってくる

と、版元にとっては頭の痛い話となって

しまう。

　市場で品切れ状態だと国会図書館に判

定されれば、配信対象にリストアップさ

れることになっている。リストアップさ

れても、一応オプトアウト出来ることに

はなってはいるが、そのためには、法律

の規定では、3ヶ月以内に品切れを解消

しなくてはならない。専門書関係では、3ヶ

月というのは、あまりにも短いと思われ

る。社内在庫が切れてから増刷に入るま

ででも、様子を見ながら、本が出来上が

るまでに2～3ヶ月はかかる（よほど売

れ行きがいいものでないと）。初版が売

り切れてから、何年かしてやっと増刷で

きる、といった本もままある。このため、

実際の法律の運用をどのようにするかに

よって、版元の負担はかなり違ってくる。

　現在の国会図書館納本制度は、昭和

23 年（1948 年）からあるので、それ

以降の本は、国会図書館はいつでもデジ

タル化することができる。なんといって

も、原本があるので。

　紙の本での増刷がすぐには難しいとな

ると、ともかくも、電子版をつくって流

通させなくては、その後の増刷もできな

くなってしまうことになる。こうして電

子書籍化は進むことになるのかもしれな

い。けれども、一般の書店さんでは、電

子書籍を今の所扱ってもらえない。電子

書籍販売の実証実験ははじまったようで

あるが、まだ時間がかかりそうである。

かといって、電子書籍で圧倒的なシェア

を持つ某ネット書店には、頼りたくはな

いのだが。

　旧態依然といわれていた出版業界も、

ここ十数年でかなり変化し、さらにここ

数年で大きな変化を迎えていることは確

かである。が、今のところ、小社のよう

な規模の版元では、人員的にも、旧態依

然のやり方で紙の本を刊行していくのが

やっとである。少しずつでも変化に対応

していこうとはしているのではあるが、

取り残され気味であることは間違いない。

　とはいえ、本を作るということに、変

わりはないので、そこはこれまで通りに

やっていくしかない。紙の本であれ、電

子書籍であれ、企画・編集といった作業

に変わりはないので。もちろん、著者の

方々は、書く、発表する媒体が多様になっ

ており、それに合わせて書き方もさまざ

まになっている。それらをまとめ、1冊

の本にするという点では、企画・編集の

あり方も、変わってはきていると思うが。

　また国会図書館のデジタル配信で古書

店さんは、どうなるのだろうか。もちろ

ん、物としての本の価値を考えれば、古

書店さんの重要さは変わらないのだが、

どうなのだろう。

消費税増税決定に抗議する（2012 年 8 月 20 日）
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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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●このFAXが不要の場合はFAX等でご連絡ください●

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

、



●句集 泉番
白石正人・著
2000円 ／46 ／192頁 ／上製 4-7744-0764-7
C0092 ／7月18日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●世界の気候変動かるた
－みんなではじめるクライメート・アクショ
ン！, 合同出版のSDGs教材
国際環境NGO FoE Japan・著
3400円 ／カード ／102枚 ／並製
4-7726-5505-7  C8037 ／7月13日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●澁澤龍彦の思考
谷﨑龍彦・著
2700円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7791-2831-8
C0095 ／7月11日
●日独伊三国同盟の虚構
手塚和彰・著
3600円 ／A5 ／332頁 ／並製 4-7791-2825-7
C0022 ／7月20日
●落語作家は食えるんですか
井上新五郎正隆・著
3000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7791-2833-2
C0076 ／7月20日
●イスラーム化する世界と孤立する日本の宗教, 
フィギュール彩Ⅱ
関口義人・著
1900円 ／46 ／196頁 ／並製 4-7791-7109-3
C0314 ／7月20日
●落語狂人 快楽亭ブラック
松垣透・著
かきくけこ・編著
2000円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7791-2835-6
C0076 ／7月21日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●季刊 経済理論 第59巻 第2号
－経済学教育における政治経済学の役割
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／82頁 ／並製 4-905261-58-2
C3033 ／7月20日

▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
https://www.seorishobo.com
●日本軍「慰安婦」、教育に介入する政府の対
応を問い質す－歴史から学ぶとは何か
柏尾安希子・著
1700円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-86686-027-5
C0036 ／7月1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 8月号 618号
－特集：とり続けていいの？ 液糖・人工甘味料 

わかってきた健康への弊害／子どもたちに伝え
たい 本物の豆腐の味
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7158-3
C0036 ／7月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●食料・農産物の市場と流通, 講座 これからの
食料・農業市場学3
木立真直、坂爪浩史・編
2800円 ／A5 ／260頁 ／並製 4-8119-0630-0
C3033 ／7月4日
●環境危機と求められる地域農業構造, 暮らし
のなかの食と農67
河原林孝由基、村田武・著
750円 ／A5 ／68頁 ／並製 4-8119-0628-7
C0061 ／7月11日
●都市農業の変化と援農ボランティアの役割
－支え手から担い手へ
後藤光蔵、小口広太、北沢俊春、田中誠・著
2200円 ／A5 ／180頁 ／並製 4-8119-0631-7
C3033 ／7月19日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●コロナ禍の学校で 「何が起こり、どう変わっ
たのか」
－現場のリアリティから未来の教育を描く
細田眞由美・編, 佐藤博志・編著, 朝倉雅史・著
1600円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7989-1775-3
C3037 ／7月5日
●もう一つの国際仲裁
中谷和弘・著, 監修, 浅田正彦・監修
1000円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7989-1789-4
C0332 ／7月5日
●「ソ連社会主義」からロシア資本主義へ
－ロシア社会と経済の100年
岡田進・著
3600円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7989-1781-8
C3030 ／7月20日
●女性学長はどうすれば増えるか－国内外の現
状分析と女性学長からのメッセージ
髙橋裕子、河野銀子・著
1800円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7989-1784-9
C3037 ／7月25日

▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com
●原爆ドーム 再生の奇跡
古川修文・著
1900円 ／A5 ／292頁 ／上製 4-86489-145-5
C0095 ／7月14日
●ブランチにニュースなコラムを　
三山秀昭・著
1400円 ／46 ／312頁 ／並製 4-86489-144-8
C0095 ／7月5日
●大学生が本気で考えた「広島SDGs戦略」　　
松原淳一・監修
1500円 ／46 ／192頁 ／並製 4-86489-146-2
C0033 ／7月29日
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●出版協7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「22年7月」に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した「7月に出

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。
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あけび書房
梓出版社
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インパクト出版会
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解放出版社
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千書房
創森社
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東信堂
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捕物出版

【な】
南方新社

【は】
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白澤社
晩成書房
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風濤社
風媒社
ブロンズ新社
ぺりかん社
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ポラーノ出版
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【ま】
明月堂書店
めこん
木犀社

【や】
唯学書房
有志舎

【ら】
緑風出版
ロクリン社
論創社

【2022年7月現在●74社】

「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 8月号（No.842）
－この授業プランで二学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-082-4 ／7月7日
●隔月刊 社会保障 夏号（No.503）　　　
－憲法守る地域・現場のたたかい
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-87154-503-7
C3036 ／7月10日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●燃エガラからの思考
－記憶の交差路としての広島へ
柿木伸之・著
2400円 ／46 ／303頁 ／並製 4-7554-0321-7
C0010 ／7月下旬
●レッドデータカメラズ
－昭和のフィルムカメラ盛衰記
春日十八郎・著, こうの史代・カバー絵
2500円 ／B5 ／140頁 ／並製 4-7554-0322-4
C0072 ／7月下旬

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●「共に生きる教育」宣言
堀正嗣・著
1800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7592-2043-8
C0037 ／7月27日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●岡崎藩, シリーズ藩物語
堀江登志実、湯谷翔悟・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7160-9  C0321 ／7月10日
●家族は他人、じゃあどうする？
竹端寛・著
1800円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7684-3593-9
C0036 ／7月19日
●海を渡り、そしてまた海を渡った
河内美穂・著
1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7684-5923-2
C0095 ／7月26日

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp



▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●屋久島の民俗ガイド
屋久島環境文化財団・編
1000円 ／B6 ／135頁 ／並製 4-86124-476-6
C0039 ／7月中旬
●奄美大島・徳之島の希少植物
山下弘・著
4800円 ／B5 ／255頁 ／並製 4-86124-473-5
C0645 ／7月下旬

▼批評社／03-3813-8990
book@hihyosya.co.jp
http://hihyosya.co.jp
●終わりなき帝銀事件
－GHQの策謀と戦後史の迷路
松本宗堂・著
2500円 ／46 ／344頁 ／並製 4-8265-0727-1
C0021 ／7月中旬
●澱河の府
新井勉・著
1500円 ／46 ／368頁 ／並製 4-8265-0733-2
C0093 ／7月25日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●自由民権義士  岩田徳義
若井正・著
3200円 ／A5 ／444頁 ／上製 4-8331-0630-6
C0021 ／7月中旬
●中部美術縁起
馬場駿吉・編
1800円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-8331-4596-1
C0036 ／7月中旬

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●季節の中で
－二四節気七二候  詩文集
甲斐貴史・著
909円 ／46 ／128頁 ／並製 4-7807-2214-7
C0095 ／7月4日
●こども環境学研究　Vol.18 No.1（Ｃ.Ｎ.50） 
June 2022
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／96頁 ／並製 4-7807-2020-4
C3036 ／7月4日
●一般社団法人  日本綜合医学会 第3号
一般社団法人 日本綜合医学会・監修
1091円 ／B5 ／82頁 ／並製 4-7807-2101-0
C0047 ／7月4日
●労働総研クォータリー
－2022年春季号 No.123
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／56頁 ／並製 4-7807-1892-8
C0336 ／7月10日
●三輪定宣著作集 第1巻
－教育費・教育財政（1969～1994年）
三輪定宣・著
5455円 ／A5 ／664頁 ／上製 4-7807-2201-7
C0337 ／7月10日
●理科教室  2022年8月号（No.812）vol.64

科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1576-7
C0340 ／7月20日
●作文と教育  2022年8・9月合併号
日本作文の会・編集
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1751-8
C0337 ／7月20日
●日本の科学者8月号  vol.57
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行 
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2069-3
C0336 ／7月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●横田一の現場直撃2－岸田政権の正体
横田一・著
1800円 ／46 ／238頁 ／並製 4-8461-2212-6
C0031 ／7月4日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●豊かな暮らしと〝小さな農業〟, 論創ノン
フィクション24
望月健・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8460-2121-4
C0036 ／7月1日
●ケンカ鶏の秘密, 論創海外ミステリ284
フランク・グルーバー・著, 巴妙子・訳
2400円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-2130-6
C0097 ／7月4日
●ウィンストン・フラッグの幽霊, 論創海外ミ
ステリ285
アメリア・レイノルズ・ロング・著, 赤星美
樹・訳
2200円 ／46 ／208頁 ／並製 4-8460-2143-6
C0097 ／7月4日
●ロールモデル・アメリカを追って
青木怜子・著
2800円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-2170-2
C0095 ／7月11日
●フランソワーズ・パストル
桑原真夫・著
2400円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-2185-6
C0023 ／7月11日
●コロナ、優生、貧困格差、そして温暖化現象
佐藤幹夫、村瀬学・著
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-2189-4
C0036 ／7月11日
●よくわかる！ 日本語能力試験N1合格テキス
ト〈読解〉
一般社団法人留学生就職サポート協会・監修, 
TOSI・著
1600円 ／B5 ／224頁 ／並製 4-8460-2034-7
C0081 ／7月19日
●つながりのつながりのつながり
神尾達之・著
2500円 ／46 ／236頁 ／並製 4-8460-2184-9
C0095 ／7月27日
●ヒトラーに傾倒した男
増田剛・著
2000円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8460-2187-0
C0021 ／7月28日

─6月に出た本

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●気候変動対策と原発・再エネ－CO2削減と電
力安定供給をどう両立させるか？
岩井孝、歌川学、児玉一八、舘野淳、野口邦
和、和田武・著
2000円 ／A5 ／204頁 ／並製 4-87154-213-5
C3036 ／6月6日
●月刊 数学教室 7月号（No.841）
－キライにならないで！②
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-072-5 ／6月7日
●9条とウクライナ問題
－試練に立つ護憲派の混迷を乗り超えるために
深草徹・著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-87154-214-2
C3031 ／6月23日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●新日本エロい街紀行
－伝説のエロい街を訪ねて三千里
カベルナリア吉田・著
1800円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-86598-091-2
C0026 ／6月22日
●ヒギンズさんが撮った東京急行電鉄－コダク
ロームで撮った1950～70年代の沿線風景
ジェイ・ウォーリー・ヒギンズ・写真
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-884-0
C0026 ／6月28日
●知られざる幕末の改革者  河井継之助　　　
稲川明雄・著
1800円 ／46 ／228頁 ／並製 4-86598-100-1
C0021 ／6月28日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●沈黙の記憶1948年
－砲弾の島  伊江島米軍LCT爆発事件
謝花直美・著
1800円 ／46 ／270頁 ／並製 4-7554-0320-0
C0031 ／6月14日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●ごみ清掃のお仕事, シリーズお仕事探検隊
押田五郎・著
1800円 ／A5 ／266頁 ／並製 4-7592-5041-1
C8336 ／6月8日
●声とともに生きる豊かな人生
－50人のリカバリー体験記
マリウス・ローム、サンドラ・エッシャーほ
か・編, 佐藤和喜雄・監訳, 森直作・訳
3500円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-7592-6127-1
C0047 ／6月20日
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▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●シモーヌ（Les Simones）VOL.6
－特集：インターネットとフェミニズム  私た
ちの空間を守る
シモーヌ編集部・編
1500円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-9106-5
C0036 ／6月8日
●凜として灯る
荒井裕樹・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-3592-2
C0036 ／6月21日
●百寿はそんなに目出度いことか
佐々木学・著
1500円 ／46変 ／176頁 ／並製
4-7684-5921-8  C0095 ／6月21日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●18歳になったら、必ず押さえておきたいFIRE
黄金法則
－若いうちに知っていれば、誰でも実現できる
スティーブ金山・著
1500円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2827-1
C0033 ／6月14日
●カリキュラマシーン大解剖
平成カリキュラマシーン研究会・編
3000円 ／A5 ／460頁 ／並製 4-7791-2823-3
C0095 ／6月17日
●誤解だらけの「ギャンブル依存症」
－当事者に向き合う支援のすすめ
認定NPO法人ワンデーポート・編, 中村努、高
澤和彦、稲村厚・著
1900円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7791-2829-5
C0036 ／6月17日
●賢治ラビリンス
－夜の川のほとりのゴーシュ
金成 陽一・著
2500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7791-2832-5
C0095 ／6月21日
●【増補新版】ギャンブル依存と生きる－家
族、支援者と生きづらさを乗り越えるために
稲村厚・著
2000円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7791-2834-9
C0036 ／6月21日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●中国現代史の散歩道
－歩き、見る、聞く、語り合う
姫田光義・著
1500円 ／46 ／200頁 ／並製 4-905261-51-3
C0022 ／6月6日

▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●とちぎの野菜栽培史
－野菜大国とちぎ、その栽培の歴史をたどる
川里宏・著
2500円 ／B5 ／312頁 ／上製 4-88748-404-7
C0021 ／6月27日

▼スタジオタッククリエイティブ／
03-5474-6213
stc@fd5.so-net.ne.jp
https://www.studio-tac.jp/main
●ヤマハSR400［FIモデル］メンテナンス&カ
スタム
細井啓介・監修
3000円 ／B5 ／212頁 ／並製 4-88393-965-7
C0065 ／6月10日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●摘んで野草料理
金田初代・著
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-88340-356-1
C0077 ／6月20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 7月号 617号
－特集：意外に多い夏の冷え症 あなたは大丈
夫？／待ったなしの食料自給率の引き上げ！
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7157-6
C0036 ／6月20日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●地域農業と協同－日韓比較
品川優・著
3300円 ／A5 ／264頁 ／上製 4-8119-0627-0
C3061 ／6月6日
●農村協同組合医療の源流の対応
－愛媛県の産業組合医療
冨長泰行・著
2000円 ／46 ／168頁 ／並製 4-8119-0629-4
C0061 ／6月27日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●キー・コンピテンシーとPISA
－ネオリベラル期教育の思想と構造2
福田誠治・著
4800円 ／A5 ／496頁 ／上製 4-7989-1769-6
C3037 ／6月5日
●学問生産性の本質－日米比較
有本章・著
7800円 ／A5 ／768頁 ／上製 4-7989-1744-3
C3030 ／6月5日
●［新装版］主体的・対話的で深い学びの環境
とICT
久保田賢一、今野貴之・編著
2300円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7989-1780-1
C3037 ／6月5日
●福祉社会学革命, 副田義也社会学作品集Ⅷ
副田義也・著
6800円 ／A5 ／520頁 ／並製 4-7989-1779-5
C3336 ／6月5日
●居住福祉研究32
日本居住福祉学会・編
1000円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7989-1777-1

C3036 ／6月10日
●教科専門性をはぐくむ教師教育
日本社会科教育学会・編
3200円 ／A5 ／312頁 ／上製 4-7989-1783-2
C3037 ／6月15日

▼捕物出版／050-3728-4502
mail@torimono.jp
http://www.torimono.jp/books
●神変葵小姓, 振袖小姓捕物控 第三巻
島本春雄・著
1995円 ／A5 ／318頁 ／並製 4-910621-03-6
C0093 ／6月1日
●ゴキゲン・ハウス物語
陳舜臣・著
1700円 ／46 ／274頁 ／並製 4-910621-70-8
C0093 ／6月10日

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●このままでは働き続けることがつらい保育の
仲間たちへ－保育者が見つめたこの10年、保育
者が願うこの先の10年
平松知子・著
1400円 ／46 ／208頁 ／並製 4-86464-285-0
C3037 ／6月17日

▼批評社／03-3813-8990
book@hihyosya.co.jp
http://hihyosya.co.jp
●三輪山の神と古代ヤマト
－神々の伝承が語るヤマト建国の歴史
木村博昭・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-8265-0730-1
C0021 ／6月25日
●天皇学入門－われわれ日本人は、天皇をどう
捉えてきたのか
安達史人・著
3000円 ／46 ／496頁 ／並製 4-8265-0732-5
C0021 ／6月25日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●障害者たちの太平洋戦争
－狩りたてる・切りすてる・つくりだす
林雅行・著
1800円 ／46 ／305頁 ／並製 4-8331-1146-1
C0021 ／6月7日
●街道今昔  三河の街道をゆく
堀江登志実・編
1600円 ／A5 ／149頁 ／並製 4-8331-4301-1
C0025 ／6月13日
●格差社会の宗教文化
－「民衆」宗教の可能性を再考する
熊田一雄・著
1600円 ／46 ／189頁 ／並製 4-8331-1145-4
C0036 ／6月17日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●健康プラス
－HEALTH PLUS Vol.42 2022 Summer
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●会員社一覧

【あ】
あけび書房
梓出版社
ありな書房
アルファベータブックス
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
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
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