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最近よくあやふやになる記憶をたど
ると、年明けに、年末年始の出版物の
売上が「鬼滅の刃」のおかげで一息つ
けそうだという知らせがあったころ、
世界的な大流行となりそうな新型コロ
ナウイルスによる肺炎が各所で発生。
もちろん日本政府も東京都もオリンピッ
クを開催する気満々のコメントを垂れ
流す中、２月半ばにＷＨＯが新型コロ
ナウイルスをＣＯＶＩＤ－１９と命名。
各種報道によると、このウイルスはか
なり厄介で、感染しても８割の人は無
症状もしくは軽症。残りの２割の人が
重篤化し人工呼吸器などのお世話にな
る可能性が高いということらしい。
そうこうしていると、２月２５日に
帰宅の際、会社の近くの東京ドームで
Perfume のライブが開催されている
のに気付き「明日も帰りは人で一杯か
なぁ」と思っていると、翌日に政府は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
この先２週間は大きなイベントの開催
を中止や延期するよう要請したため、
当日の会 場１時間半前に、Perfume
のライブの中止が発表され、すでに物
販などで周辺に来ていて人たちは、夕
刻には大部分が帰っていた様子。
この件でさすがにただ事ではないと
思い、あれこれと考えを巡らせ始める。
３月４日には出版協の総会があり、
例年総会後は懇親会になっているが、
当日は総会のみの開催にすることを諮る。
１８日には新体制で初めての理事会と
なる。会社のほうは３月１９日に株主
総会があるので、それまでに各種書類
を整え、会場を予約し、納税資金の手
配もしなければならない。加えて、い
ささか社員分の古びたＰＣをリプレイ
スしなければ……。
全国への一斉休校要請が出たり、オ
リンピックの延期が発表されたりで、
最悪突然ロックダウンと言い出しかね
ないと考え、あたふた、バタバタと各
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種用件を端から片付け、確定申告の後、
３月２７日には、社員全員を集め、感
染の可能性を少なくするため、翌週か
ら始業を遅くし終業を早くする時短営
業ならびにＰＣの持ち帰りを許可し各
自のネットワーク環境で不足のものが
あれば加えて、主に編集は在宅勤務を、
営業は日替わりで自宅待機を優先する
ことを告げる。
また、万一、感染者が出た場合の段
取りも確認した。これは、小さな規模
の会社では、誰もがその事態に対応で
きるよう自覚を促すためにも大切な作
業と思われたからだ。
志村けんさんの訃報が伝えられた週
末を過ごし、３月３０日から時短営業
と在宅勤務体制に入る。業務に大きな
支障があるかと思っていたが、休校要
請後、学校が実質的にとまっているた
め学校関係の注文は当然激減し、４月
に入って緊急事態宣言が行われると各
書店も休業に入るところが増え、開店
できても営業時間を短縮して継続となり、
こちらも激減。結果としては短縮した
営業時間と作業量が見合ってしまうと
いう不思議な事態になる。
編集のほうは、取材や打合せができ
ない状態で、何とかオンラインででき
るものは、先方にも対応 していただく
ことになる。
５月の連休明け、「宣言」が５月一
杯まで延長となったせいか、突然、読
者からの直販申込が増え始める。注文
の本は、オンライン授業で指定された
テキストであったり、自粛期間中に必
要になった専門書であったりで、オン
ライン書店では物流が滞ったり、品切
れになっていたりで使えない状況だっ
たせいか直接出版社へ注文という方法
をとったようだった。
この間に出版協の会議や対外的な面
談は勿論、社内の打合せもオンライン
で行うことになる。

また、各種施策が政府や自治体から
でていて、検討してみたのは次の３つ。
事業収入が前年同月比５０％以上減少
した事業者について、中堅・中小企業
は上限２００万円、個人事業主は上限
１００万円の範囲内で、前年度の事業
収入からの減少額が給付される（はず！）
の「持続化給付金」。
労働者に対して一時的に休業、教育
訓練または出向を行い、労働者の雇用
維持を図った場合に休業手当、賃金等
の一部を助成する「雇用調整助成金」。
その他各種の「特別制度貸付」。
「持続化給付金」は売上が５０％以
上減少していなければならないので（未
だに振込まれていないという報道を目
にするが、５０％減で２カ月以上続く
と業種によっては持続なんぞできない）
、
対象にならず、「雇用調整助成金」は、
手続き、書類の煩雑さとその助成額が
引き合わず（「申請しない」というと
社労士の先生からは「よかった。煩雑
すぎるので」といわれる始末）、結局、
利息や保証料を（種類によっては全額）
補助してもらえる融資に頼ることになる。
ところが、各自治体の窓口が不慣れ
だったり割かれている人数が申請数に
対して少なかったりして、地域によっ
ては、受付で２倍、保証協会で４倍の
時間がかかっている状態。加えて申請
する側も、普段このような融資に頼ら
ずにきた事業所も申請しており余計に
時間がかかっているらしい。
６月も半ばが過ぎたあたりからよう
やく申請が通ったという話を各方面か
ら聞くようになると同時に「スピード
審査」「ファクタリング」という文言
が踊るメールやファックスが届き始める。
一人１０万円の「特別定額給付金」
もまだまだ滞っているとも聞く。こん
な調子だと「アフターコロナ」の焼け
野原の中に生き残っているのは果たし
て誰なのか、皆目見当がつかない。
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▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●広島の原爆－記憶と問い
真鍋禎男・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-87154-180-0
C3036 ／7月31日
●障害者に心を寄せて－ほのぼの短歌集
細川久美子・著
1400円 ／46 ／80頁 ／上製 4-87154-179-4
C0095 ／7月20日
●月刊 数学教室８月号（No.818）
－特集／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 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-080-0 ／7月7日
●隔月刊 社会保障 夏号（No.491）
－特集／働かざるを得ない高齢者たち
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-491-7
C3036 ／7月10日

▼出版社名
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若山滋・著
1700円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7684-5883-9
C0095 ／7月上旬
●増補版 戦争は教室から始まる
－元軍国少女・北村小夜が語る
「日の丸・君が代」強制に反対する神奈川の会・編
1800円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7684-3580-9
C0037 ／7月上旬
●「働く喜び」の喪失
－ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と
資本主義の精神』を読み直す, シリーズ「いま
読む！ 名著」
荒川敏彦・著
2200円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7684-1020-2
C0333 ／7月中旬

https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●時効なき日本軍「慰安婦」問題を問う
纐纈厚、朴容九・編著
2700円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7845-1582-0
C0030 ／7月6日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●日本農業過保護論の虚構, 暮らしのなかの食
と農62
安達英彦、鈴木宣弘・編著
750円 ／A5 ／55頁 ／並製 4-8119-0577-8
C0061 ／7月15日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●エビデンスの時代のFD
－現在から未来への架橋
A. L. ビーチ、M. D. ソルチネリ、A. E. オース
ティン、J. K. リヴァード・著,
林透、深野政之、山崎慎一、大関智史・訳
2800円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7989-1608-8
C3037 ／7月10日
●居住福祉研究〈29〉
－移住者との共生と居住福祉
日本居住福祉学会・編著
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1644-6
C3036 ／7月15日
●若者のアイデンティティ形成－学校から仕事
へのトランジションを切り抜ける
ジェームズ . E. コテ＆チャールズ . G. レヴィン・著 ,
▼ありな書房／03-3815-4614
河井亨、溝上慎一・訳
arina@arinashobo.co.jp
3200円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-7989-1642-2
●花の都 フィレンツェ
C3037 ／7月15日
－美しきを愛でるために, 美食と美女と芸術と
●日本の大学経営
▼彩流社／03-3234-5932
金山弘昌、和田咲子、渡辺晋輔・著
両角亜希子・著
sairyusha@sairyusha.com
1600円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7566-2071-2
【2020年6月現在●74社】
●会員社一覧
3900円 ／A5 ／424頁 ／上製 4-7989-1639-2
http://www.sairyusha.com
C0026 ／7月22日
【あ】
現代企画室
水声社
【な】
めこん
C3037 ／7月20日
●始源の火－雲南夢幻
あけび書房
現代書館
随想舎
南方新社
木犀社
●フレーベルの幼稚園の原理－批判的検討
野上勝彦・著
▼インパクト出版会／03-3818-8676
梓出版社
現代人文社
数学書房
4000円 ／46
／572頁 ／並製
4-7791-2691-8【や】ウィリアム. H. キルパトリック・著,
impact@jca.apc.org
アーニ出版
皓星社
スタジオタッククリエイティブ
【は】
ありな書房
合同出版 C0093 ／7月15日
青灯社
パイインターナショナル 唯学書房
乙訓稔、別府愛、笹川啓一、廣嶋龍太郎、今井
http://impact-shuppankai.com
一光社
コスモの本
世織書房
白澤社
有志舎
康晴、八木浩雄・訳
●月や、あらん
インパクト出版会
こぶし書房
せりか書房
晩成書房
2100円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-7989-1635-4
崎山多美・著
コモンズ ▼桜井書店／03-5803-7356
千書房
ひとなる書房
【ら】
C3037 ／7月20日
sakurai@sakurai-shoten.com
2000円 ／46 ／000頁 【か】
／上製 4-7554-3005-3
創森社
批評社
緑風出版
海象社
【さ】
創土社
風濤社
ロクリン社
C0097 ／7月下旬
http://www.sakurai-shoten.com
解放出版社
桜井書店
草風館
風媒社
論創社
▼南方新社／099-248-5457
●季刊・経済理論
第57巻 第2号
彩流社
海鳴社
ブロンズ新社
info@nanpou.com
－特集＝ポストキャピタリズムへ
▼解放出版社／06-6581-8552
花伝社
三一書房
【た】
ぺりかん社
http://www.nanpou.com
経済理論学会・編
hanbai@kaihou-s.com
雁思社
三元社
知泉書館
北樹出版
吉夏社
自然食通信社
筑波書房
ポラーノ出版
●奄美植物民俗誌－沖永良部島の事例より
2000円 ／B5
／128頁 ／並製
4-905261-97-1
http://www.kaihou-s.com
社会評論社C3033 ／7月20日
柘植書房新社
本の泉社
えらぶ郷土研究会・編
●戦後アイヌ民族活動史気天舎
教育史料出版会
出版人
東信堂
ほんの木
1800円 ／A5 ／150頁オールカラー ／並製
竹内渉・著
共和国
松柏社
同時代社
4-86124-430-8 C0045 ／7月上旬
1600円 ／46 ／196頁 ／並製
健学社 4-7592-6793-8
新宿書房 ▼三一書房／03-6268-9754
道玄坂書房
【ま】
新泉社
明月堂書店
健康と良い友だち社
info@31shobo.com
C0036 ／7月7日
▼ひとなる書房／03-3811-1383
http://31shobo.com
hitonaru@alles.or.jp
●憲法9条再入門
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.hitonarushobo.jp
－その理念と思想を生かすために
http://www.gendaishokan.co.jp
●ヴァンスのフレネ学校
前田朗・著
●トラウマからの解放
－学校形式の再構築に向けて
2000円 ／46 ／280頁 ／並製 4-380-20004-5
－フォルメン線描とイメージ呼吸
アンリ-ルイ・ゴ・著，阿部一智・訳
C0036 ／7月中旬
田上洋子・著
5000円 ／A5 ／408頁 ／並製 4-89464-272-0
2000円 ／B5変 ／136頁 ／並製
●出版協は一貫して
「消費税総額表示」
に反対です。
のリストです。
C3037 ／7月15日
▼社会評論社／03-3818-2808
4-7684-5882-2
C0011 ／7月上旬
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
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。
book@shahyo.com
●寡黙なる饒舌－建築が語る東京秘史
皆様へ
●これは、
出版協加盟の出版社が
「20年7月」
に出
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●マンガでわかるペアトレ－育てにくい子をほ
める・のばす！ 10のレッスン
らせんゆむ・著, 庄司敦子・解説
1500円 ／A5 ／ 152頁 ／並製 4-7726-1428-3
C0037 ／7月17日
●発達障害の子どもたちから教わった35のチェ
ンジスキル
阿部利彦・著
1500円 ／B5 ／80頁 ／並製 4-7726-1416-0
C0037 ／7月21日
●なんのなかま？,
発達協会式表現力が身につくカード
一松麻実子、藤野泰彦、飯田祐美・著,
発達協会・監修
4000円 ／A5 ／230頁 ／並製 4-7726-1418-4
C8037 ／7月30日

版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「7月に出る本」
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7月に出る本／出版協BOOKS
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●驚愕！ 竹島水族館ドタバタ復活記
小林龍二・著
1200円 ／46 ／168頁 ／並製 4-8331-1559-9
C0036 ／7月7日
●100名山わずらい
牧野恵子・著
1800円 ／A5 ／246頁 ／並製 4-8331-5377-5
C0095 ／7月中旬
●地図で楽しむ横浜の近代
岡田直ほか・著
1600円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-8331-0191-2
C0025 ／7月中旬
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●国連子どもの権利条約と日本の子ども期
－第4・5回最終所見を読み解く
子どもの権利条約市民・NGOの会・編
2400円 ／A5 ／288頁 ／並製 4-7807-1970-3
C0037 ／7月3日
●天鵞絨・他 石川啄木小説選
石川啄木・著
1600円 ／B6変 ／328頁 ／並製
4-7807-1971-0 C0093 ／7月9日
●嵐圭史舞台写真集 百姿繚乱
嵐圭史・著
2700円 ／A4変 ／98頁 ／並製
4-7807-1972-7 C0072 ／7月9日
●季刊オピニオン・プラス 2020夏 VOL.30
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
700円 ／A4 ／48頁 ／並製 4-7807-1453-1
C5336 ／7月20日
●季論21 2020年夏号（第49号）
『季論 21』編集委員会・編
909円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7807-1863-8
C0336 ／7月20日
●日本の科学者8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 4-7807-1362-6
C0336 ／7月20日
●理科教室 2020年8月号（No.788）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1552-1
C0340 ／7月20日
●愛と和食がすべてを癒やす
井上明・著
1400円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7807-1973-4
C0077 ／7月26日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●新型コロナのエアロゾル感染 下巻
－提言編 医療・経済・教育
長崎大学バイオハザード予防研究会・著
1700円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8461-2014-6
C0036 ／7月下旬
●GAFAという悪魔（仮）
ジャック・セゲラ・著, 小田切慎平ほか・訳
2200円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8461-2015-3

C0036 ／7月下旬
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●ドン・キホーテ 笑う！,
ドン・キホーテのピアス19
鴻上尚史・著
1700円 ／46 ／400頁 ／並製 4-8460-1954-9
C0095 ／7月3日
●あなた、それでも裁判官？
－女性に優しい司法を求めて
中村久瑠美・著
2000円 ／46 ／244頁 ／上製 4-8460-1955-6
C0095 ／7月9日
●悲しい毒, 論創海外ミステリ253
ベルトン・コッブ・著, 菱山美穂・訳
2300円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-8460-1907-5
C0097 ／7月9日
●「核廃絶」をどう実現するか－被爆地・長崎
から日本と世界へ送るメッセージ
土山秀夫、中村桂子・著
2000円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8460-1939-6
C0095 ／7月9日
●隠された「戦争」
－「ノモンハン事件」の裏側
鎌倉英也・著
2200円 ／46 ／288頁 ／並製 4-8460-1942-6
C0095 ／7月31日

─6月に出た本
▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●自立へ追い立てられる社会
広瀬義徳、桜井啓太・編
2000円 ／46 ／270頁 ／並製 4-7554-0305-7
C0036 ／6月25日
▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●共生微生物からみた新しい進化学
長谷川政美・著
2800円 ／A5 ／240頁 ／上製 4-87525-350-1
C3045 ／6月22日
●特許を巡る企業戦争最前線－弁理士物語
岡崎信太郎・著
1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87525-351-8
C0032 ／6月30日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●新型コロナウイルス人災記
－パンデミックの31日間
川村湊・著
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-5884-6
C0036 ／6月4日
●風刺画とジョークが描いたヒトラーの帝国
若林悠・著, 芝健介・監修
2200円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7684-5881-5
C0022 ／6月5日
●今ひとたびの高見順－最後の文士とその時代
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山田邦紀・著
2600円 ／46 ／304頁 ／上製 4-7684-5880-8
C0095 ／6月11日
●季刊 福祉労働167号－特集：津久井やまゆ
り園事件が社会に残した「宿題」
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／188頁 ／並製 4-7684-2367-7
C0330 ／6月22日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●読むトレGO！
－スモールステップ読む練習帳
平岩幹男・著
1800円 ／B5 ／192頁 ／並製 4-7726-1426-9
C0037 ／6月11日
●イラスト版 13歳からの自分でできるメンタ
ルケア－心と体をラクにする46のストレスマネ
ジメント
安川禎亮・編著
1700円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1400-9
C0037 ／6月30日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●死別の悲しみを乗り越えるために
－体験から学びとること
長田光展・著
1800円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2686-4
C0011 ／6月5日
●順張りスイングトレードの極意
－最強トレーダーの知恵からボラティリティブ
レイクアウト活用術まで！
荻窪禅・著
1400円 ／46 ／206頁 ／並製 4-7791-2685-7
C0033 ／6月5日
●遠い記憶 遠い国－ある旅の記録
金成陽一・著
3000円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7791-2690-1
C0026 ／6月16日
●エリザベス・ボウエン
－二十世紀の深部をとらえる文学
エリザベス・ボウエン研究会・編
3800円 ／A5 ／344頁 ／上製 4-7791-2650-5
C0098 ／6月29日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●西暦二〇三〇年における協同組合－コロナ時
代と社会的連帯経済への道, ダルマ舎叢書Ⅲ
柏井宏之、樋口兼次、平山昇・共同編集
2500円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-7845-1369-7
C0030 ／6月8日
▼スタジオタッククリエイティブ／
03-5474-6202
stc@fd5.so-net.ne.jp
http://www.studio-tac.jp
●レザークラフト 実践技法40
勝村岳（Gak. Leather works）
・監修
3500円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-88393-881-0
C2077 ／6月15日

7月に出る本

●出版協

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●鉢で育てるブルーベリー
－植えつけから摘み取りまで
玉田孝人・著
1300円 ／A5 ／114頁 ／並製 4-88340-341-7
C0061 ／6月10日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●よみがえる酪農のまち－足寄町放牧酪農物語
荒木和秋・著
1500円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-8119-0574-7
C3061 ／6月10日
●社会実験としての農村コミュニティづくり－
住民・学生・大学教育との3者統合を目指して
荒樋豊・著
3300円 ／A5 ／294頁 ／並製 4-8119-0575-4
C3061 ／6月10日
●家族農業は「合理的農業」の担い手たりうるか
村田武・著
1500円 ／A5 ／165頁 ／並製 4-8119-0576-1
C3061 ／6月30日
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2800円 ／A5 ／264頁＋カラー口絵8頁 ／並製
4-89464-271-3 C3037 ／6月18日
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●古地図で楽しむ富士山
大高康正・著
1700円 ／A5 ／182頁 ／並製 4-8331-0190-5
C0025 ／6月26日
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●ヒマラヤ縦走－「鉄の時代」のヒマラヤ登山
鹿野勝彦・著
3500円 ／A5 ／434頁 ／上製 4-7807-1969-7
C0075 ／6月5日
●理科教室 2020年7月号（No.787）vol.63
科学教育研究協議会・編集
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1551-4
C0340 ／6月20日
●日本の科学者 7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 4-7807-1361-9
C0336 ／6月20日
●作文と教育 2020年6・7月号
日本作文の会・編集
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1736-5
C0337 ／6月20日

本体価格／判型／頁数／製本形態
ISBN（978省略）／発行予定

C0075 ／6月5日
●留学生の就活入門
－日本で就職したい留学生のために
南雲智、寺石雅英・編著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8460-1947-1
C0060 ／6月5日
●アート・プロデュースの冒険
境新一・編著
2500円 ／A5変 ／264頁 ／並製
4-8460-1931-0 C0070 ／6月14日
●新装版 歴史に学ぶ自己再生の理論
加来耕三・著
1800円 ／46 ／282頁 ／上製 4-8460-1946-4
C0012 ／6月14日
●増補改訂版 冷戦文化論－私たちの「内なる
冷戦」を見つめ直す, 論創ノンフィクション2
丸川哲史・著
2200円 ／46 ／288頁 ／並製 4-8460-1938-9
C0095 ／6月25日
●臨床医学研究論文・講演集, 野中共平著作集2
野中共平・著
2200円 ／46 ／136頁 ／並製 4-8460-1953-2
C1047 ／6月29日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●増補版 食を料理する－哲学的考察
松永澄夫・著
2800円 ／46 ／320頁 ／上製 4-7989-1633-0
C1010 ／6月15日
▼緑風出版／03-3812-7262
●社会に生きる個性
takasu@ryokufu.com
－自己と他者・拡張的パーソナリティ・エー
http://www.ryokufu.com
ジェンシー, 学びと成長の講話シリーズ3巻
●５Gクライシス
溝上慎一・著
加藤やすこ・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7989-1641-5
1800円 ／46 ／188頁 ／並製 4-8461-2010-8
C3037 ／6月30日
C0036 ／6月5日
●会員社一覧【2020年6月現在●74社】
●安倍・小池政治の虚飾
【あ】
現代企画室
水声社
【な】
めこん
▼南方新社／099-248-5457
あけび書房
現代書館 －コロナ・カジノ・災害対応
随想舎
南方新社
木犀社
info@nanpou.com梓出版社
現代人文社 横田一・著
数学書房
アーニ出版
皓星社
スタジオタッククリエイティブ
【は】
【や】
http://www.nanpou.com
1800円 ／46
／240頁 ／並製
4-8461-2012-2
ありな書房
合同出版
青灯社
パイインターナショナル 唯学書房
●人口減少社会・鹿児島の教育のゆくえ,
新薩
C0031 ／6月16日
一光社
コスモの本
世織書房
白澤社
有志舎
摩学14
●新型コロナのエアロゾル感染
上巻
インパクト出版会
こぶし書房
せりか書房
晩成書房
古閑章、栗原真孝・編
医療問題
コモンズ －分析編千書房
ひとなる書房
【ら】
創森社
批評社
緑風出版
2000円 ／46 ／284頁【か】
／並製 4-86124-422-3
長崎大学バイオハザード予防研究会・著
【さ】
海象社
創土社／196頁 ／並製
風濤社
C0037 ／6月30日
1700円 ／46
4-8461-2013-9ロクリン社
解放出版社
桜井書店
草風館
風媒社
論創社
●幼女, 古閑章著作集 第四巻 小説４
C0036 ／6月18日
海鳴社
彩流社
ブロンズ新社
古閑章・著
花伝社
三一書房 ●ピース・アルマナック2020
【た】
ぺりかん社
三元社
知泉書館
北樹出版
1500円 ／A5 ／246頁 雁思社
／並製 4-86124-424-7
－核兵器と戦争のない地球へ
吉夏社
自然食通信社
筑波書房
ポラーノ出版
C0093 ／6月20日
ピースデポ・アルマナック刊行委員会・編
気天舎
社会評論社
柘植書房新社
本の泉社
2200円 ／B5 ／264頁 ／並製 4-8461-2011-5
教育史料出版会
出版人
東信堂
ほんの木
▼ひとなる書房／03-3811-1383
C0031 ／6月25日
共和国
松柏社
同時代社
hitonaru@alles.or.jp
健学社
新宿書房
道玄坂書房
【ま】
新泉社
明月堂書店
健康と良い友だち社
http://www.hitonarushobo.jp
▼論創社／03-3264-5232
●学び手はいかにアイデンティティを構築して
ronsosya@hanmoto.com
いくか－保幼小におけるアセスメント実践「学
http://ronso.co.jp
びの物語」
●韓国プロ野球観戦ガイド＆選手名鑑2020
マーガレット・カー＆ウェンディ・リー・著,
室井昌也・編
大宮勇雄ほか・訳
1550円 ／B6 ／160頁 ／並製 4-8460-1935-8

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」
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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。

