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晴山生菜
皓星社

初めて自分の手でものを売った記憶は、
小学校中学年頃まで遡る。テキヤの親分
だった祖父が仕切っていた地元の祭りで、
同い年の従姉妹と一緒にヨーヨー屋台の
売り子をした。自分の手で、赤、青、黄、
白、紫……色とりどりの丸いヨーヨーを
手渡すことが楽しく、また売上から貰え
る小遣いが嬉しくて、毎年夏祭りが楽し
みだった。
今思えば、売上の中から決して少なく
ない額の小遣いを貰っていた気がする。
隣の屋台では、年上の従兄弟たちが金魚
掬いの屋台を任されてガンガン稼いでお
り、同様にそれなりの額をもらっていた。
祖父にとって、孫たちに遊ばせていた屋
台は営利目的ではない、別の何かだった
のだろう。それが巡り巡って、何かの形
で祖父の役に立っていたかどうかは、も
う知る術がないのだけれど。
直接販売をすると、そんな幼い記憶が
思い出されてくる。
今年 10 月最後の連休に、神保町ブッ
クフリマ 2021 に出店した。事務所を
開放（！）し、自社の既流通本を販売す
るほか、皓星社メールマガジン連載陣の
書物蔵さんと森洋介さんの古本販売、小
林昌樹さんのレファレンス実演配信を行
なった。企画も含め、たいへん面白い２
日間になったので、報告がてらその顛末
記を書いてみたい。
この神保町ブックフリマのはじまりは
昨年 10 月。新型コロナ禍で恒例の神保
町ブックフェスティバルが中止になった
際、白水社さんが「読書の秋なのに古本
まつりもブックフェスティバルもない神
保町なんて寂しすぎる…ということで社
屋で勝手にガレージセールをやります！」
とツイッターで発信した。これがきっか
けになり、賛同する出版社が「それなら
ば」と自発的に始めたガレージセールが、
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神保町ブックフリマだ。昨年に引き続き、
今年もブックフェスティバルは中止になっ
たので、神保町ブックフリマ 2021 が
開催されることになった。
弊社は昨年、同じビルの彩流社さんの
１スペースをお借りして出店させていた
だいた。それはそれで面白かったけれど、
10 月の半ば頃まで、今年は出ない方向
でと考えていた。例えば同じ訳あり本の
1 割引でも、定価が高ければ値引額は相
対的に大きくなる。2000 円の本の２割
引より、5000 円や１万円の本の１割引
に心動かされるのが人情というものだろ
う。それなら、弊社の本は１冊でも書店
さんで売れる方がよく、我々も休みは休
んで、営業日に一所懸命仕事をしたほう
がいいのじゃないか、と考えていた。
話がちょっと逸れるのだが、弊社のメ
ルマガで、もと国会図書館員の小林昌樹
さんが「レファレンス・チップス」を連
載してくださっている。図書館やネット
を活用しての参照のコツ、参照の秘訣に
ついての文章で、弊社メルマガの「看板
連載」になっている。いつだったか打ち
合わせの席で、
「いずれ図書館以外の場
所で、その場で質問に回答するレファレ
ンス実演のようなことをやってみたい」
という趣旨のことを、小林さんが言われ
たことがあった。
１週間前になって、ふと、ブックフリ
マで小林さんにレファレンス実演をやっ
てもらったらどうかと思い立った。小林
さんは「面白そうだからぜひやりましょ
う」とふたつ返事で返してくださる。
「そ
れならば」と反応したのは、社員の河原
努（メルマガで「趣味の近代日本出版史」
を連載中）で「書物蔵さんと森洋介さん
に、古本の複本を売ってもらったら」と
いう。こちらも二人とも快諾で、そこか
らトントン拍子に話が進んだ。古本を運
び込んでの準備は、さながら文化祭の前

夜祭。
ブックフリマの２日間、いままで弊社
ツイッターを中心によく反応をくれてい
た方、メルマガを楽しみに読んでくれて
いる方、著者や同業者の方々、これから
書き手になってくれそうな方、色々な方
が来てくれた。お客さんと書物蔵さん、
森さんとで出版史の話に花が咲いたり、
小林さんがレファレンス実演（一部配信）
をしてくださったりし、人の出入りがほ
とんど絶えなかったように思う。たまた
ま上京されていた、社員さんの親御さん
も来てくれた。
日曜日の夕方には、少し社を抜けてほ
かの出店社を見に行った。事務所をおおっ
ぴらに開放したり、古本を売っている会
社は他になく（まあ、それは、そうだろ
う）結構目立っていた。一方、時間帯に
よっては身内で話が盛り上がってしまい、
入りづらい人もいたかもしれない。
結果、売上は昨年とほとんど変わらな
いものだった（ただし昨年は自社本しか
売らなかったので、利益は今年の方が低
い）
。だが、無形の収穫という意味では、
昨年よりも今年のほうが大きかったし、
やるほうにも、面白みがあったと思う。
土日の人件費などをマジメに検討すれ
ば、数字上は、割に合わないということ
になるだろう。だが、利益を追求する仕
事、そうじゃない仕事の組み合わせで一
つの事業が成り立つのだとすれば、直販
イベントのこのような活用法は「アリ」
だなと思うのである。来年のブックフリ
マ、あるいはブックフェスティバルが再
開された暁にはどんな面白いことをしよ
うか、と頭の片隅ですでに作戦会議が始
まっている。今年弊社に足を運んでくだ
さったみなさんには、この場をかりて改
めてお礼を言いたい。
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数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-012-1 ／12月7日
●よみがえる丸山眞男
―「開かれた社会」への政治思想入門
冨田宏治、北畑淳也・著
1600円 ／46 ／214頁 ／並製4-87154-200-5
C3031 ／12月8日
●グラムシ「未完の市民社会論」の探究
―『獄中ノート』と現代
松田博・著
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●めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン！
多屋光孫・文, 絵
1800円 ／B5変 ／48頁 ／上製 4-7726-1480-1
C8736 ／12月3日
●10代の妊娠―友だちもネットも教えてくれな
い性と妊娠のリアル
にじいろ・著
1400円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7726-1479-5
C0036 ／12月中旬
●2E 得意なこと苦手なことが極端なきみへ
―発達障害・その才能の見つけ方、活かし方
高山恵子・著
1600円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7726-1483-2
C0037 ／12月下旬

―ヨーロッパ・文芸協会・芸術座
井上理惠・編著
3200円 ／46 ／344頁 ／並製 4-7845-1155-6
C0030 ／12月2日
●共同親権
宗像充・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7845-2415-0
C0030 ／12月9日
▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
http://seorishobo.com
●現代教育のシステム論―ルーマンの構図
石戸教嗣・著
2300円 ／46 ／264頁 ／並製 4-86686-023-7
C3037 ／12月13日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
▼東信堂／03-3818-5514
http://www.sairyusha.com
●「ハルモニ、歌ってあげるね」
tk203444@fsinet.or.jp
―アイヌ、コリアンと共に生きる
http://www.toshindo-pub.com
安藤清史・著
●カリフォルニア大学 ガバナンスと戦略
2000円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2800-4
清水彩子・著
C0036 ／12月3日
2600 円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1729-0
●アジア太平洋戦争新聞
C3037 ／12月10日
太平洋戦争研究会・著
●有賀喜左衞門
2500円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2794-6
－社会関係における日本的性格
C0021 ／12月3日
熊谷苑子・著
●40代「進化するチーム」のリーダーは部下を 2300円 ／A5 ／184頁 ／上製 4-7989-1708-5
どう成長させているか
▼アルファベータブックス／
C3036 ／12月25日
中谷彰宏・著
03-3239-1851
●多言語教育に揺れる近代日本
1500円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7791-2791-5
alpha-beta@ab-books.co.jp
下絵津子・著
C0030 ／12月3日
https://alphabetabooks.com
3200円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7989-1740-5
●能勢電鉄、阪急宝塚線・箕面線沿線アルバム ●一九四〇 命の輸送
C3037 ／12月25日
安田亘宏・著
―昭和～平成
●居住福祉を学ぶ, 新居住福祉ブックレット①
2800円 ／46 ／336頁 ／上製 4-7791-2783-0
伊原薫・解説
岡本祥浩・著
C0093 ／12月3日
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-878-9
1200 円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1725-2
●日本プロ野球歌謡史―野球ソングスの時代
C0026 ／12月28日
C3036 ／12月25日
菊池清麿・著
●日本労働社会学会年報32
●会員社一覧【2021年12月現在●74社】
3000円 ／46 ／412頁 ／並製 4-7791-2789-2
▼解放出版社／06-6581-8552
－特集：COVID-19と労働
同時代社
【あ】
健康と良い友だち社
新宿書房
ほんの木
C0075 ／12月17日
hanbai@kaihou-s.com
日本労働社会学会・編
道玄坂書房
あけび書房
現代企画室●記憶と風景
新泉社
http://www.kaihou-s.com
2000円 ／A5 ／152頁 ／並製 4-7989-1746-7
梓出版社
現代書館
水声社
【ま】
―間文化社会ケベックのエクリチュール
●SDGsと人権 Q&A アーニ出版
C3036 ／12月27日
【な】
現代人文社
随想舎
明月堂書店
小倉和子・著
―地域・学校・企業から考える
●社会福祉学宣言, 副田義也社会学作品集Ⅶ
南方新社
ありな書房
皓星社
数学書房
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アルファベータブックス 合同出版 3000円 ／46
スタジオタッククリエイティブ
／232頁 ／並製 4-7791-2796-0 木犀社
松岡秀紀・編著, 岡島克樹・編著
副田義也・著
青灯社
【は】
コスモの本C0098 ／12月20日
1600円 ／A5 ／176頁一光社
／並製 4-7592-6799-0
7200円 ／A5 ／528頁 ／上製 4-7989-1741-2
インパクト出版会
世織書房
パイインターナショナル 【や】
こぶし書房
●講談最前線
C3336 ／12月20日
C0036 ／12月27日
せりか書房
コモンズ
白澤社
唯学書房
瀧口雅仁・著
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【か】
千書房
晩成書房
有志舎
2000円 ／46
／200頁 ／並製
4-7791-2795-3
▼現代書館／03-3262-5906
大学史研究会・編
海象社
創森社
【さ】
ひとなる書房
解放出版社
創土社
桜井書店 C0076 ／12月20日
批評社
【ら】
http://www.gendaishokan.co.jp
3000円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-7989-1748-1
海鳴社
草風館
彩流社
風濤社
緑風出版
●ゴシックの享楽
●3.11に学ぶ
C3037 ／12月15日
花伝社
三一書房
風媒社
ロクリン社
―文化・アダプテーション・文学
―歴史が語る未来
●自治会・町内会と都市内分権を考える,
雁思社
【た】
三元社
ブロンズ新社
論創社
武田悠一・編著
荒川文生・著
まちづくりブックレット1
吉夏社
知泉書館
自然食通信社
ぺりかん社
筑波書房
社会評論社4000円 ／46
北樹出版
／400頁 ／上製
4-7791-2801-1
2200円 ／46 ／256頁気天舎
／上製 4-7684-5910-2
名和田是彦・著, コミュニティ政策学会・監修
柘植書房新社
出版人
ポラーノ出版
C0098 ／12月21日
C0054 ／12月上旬 教育史料出版会
1000円 ／A5 ／88頁 ／並製 4-7989-1596-8
健学社
東信堂
松柏社
本の泉社
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C0336 ／12月20日
▼社会評論社／03-3818-2808
―男の子が知っておきたいセックスのすべて
●宮崎市地域自治区住民主体のまちづくり,
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まちづくりブックレット2
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
訳, 重見大介・医療監修
宮崎市地域振興部地域コミュニティ課地域まち
●朝鮮料理店・産業「慰安所」と朝鮮の女性た づくり推進室・著, コミュニティ政策学会・監修
1800円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7684-5911-9
ち
C0036 ／12月中旬
1000円 ／A5 ／104頁 ／並製 4-7989-1597-5
高麗博物館朝鮮女性史研究会・著
C0336 ／12月20日
2500円 ／A5 ／352頁 ／並製 4-7845-1153-2
▼合同出版／042-401-2930
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1000円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-7989-1598-2
C0336 ／12月20日
●地元のコミュニティの水を飲もう―ポストコ
ロナ時代のまちづくり構想, まちづくりブック
レット4
鳥越皓之・著, コミュニティ政策学会・監修
1000円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1599-9
C0336 ／12月20日
●熟議するコミュニティ,
まちづくりブックレット５
伊藤雅春・著, コミュニティ政策学会・監修
1000円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7989-1600-2
C0336 ／12月20日
●想像のさまざま
松永澄夫・著
7600円 ／A5 ／866頁 ／上製 4-7989-1721-4
C3031 ／12月25日
●原発事故避難者はどう生きてきたか
―被傷性の人類学
竹澤尚一郎・著
2800円 ／A5 ／368頁 ／並製 4-7989-1733-7
C3036 ／12月25日
●戦後日本の大学教育の回顧と展望―自分史と
重ねて, 東信堂ブックレット
絹川正吉・著
1100円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7989-1728-3
C1330 ／12月25日

C0036 ／12月10日
●作文と教育 2022年1月号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1747-1
C0337 ／12月10日
●理科教室 2022年1月号（No.805）vol.64
科学教育研究協議会・編集
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1569-9
C0340 ／12月20日
●日本の科学者1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 4-7807-2062-4
C0336 ／12月20日
●一般社団法人 日本綜合医学会 2号
一般社団法人 日本綜合医学会・編
909円 ／B5 ／84頁 ／並製 4-7807-2100-3
C0047 ／12月22日
●半夏生
佐田暢子・著
2182円 ／46 ／312頁 ／上製 4-7807-1833-1
C0093 ／12月22日
●こども環境学研究 Vol.17,No.3（C.N.49）
December2021（仮）
こども環境学会学会誌編集委員会・編
2381円 ／A4 ／86頁 ／並製 4-7807-2019-8
C3036 ／12月31日

▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com/
●森下に惚れる―日本で一番美しい投手
迫勝則・著
1400円 ／46 ／256頁 ／並製 4-86489-135-6
C0075 ／12月10日
●広島人の医と食と癒しを考える nannan
―HIROSHIMAの食と医者はスゴイze！
南々社・編
1000円 ／A4変 ／88頁 ／並製 4-86489-138-7
C0077 ／12月24日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●汚染水海洋放出の争点
―トリチウムの危険性
渡辺悦司、遠藤順子、山田耕作・著
2700円 ／A5 ／236頁 ／上製 4-8461-2120-4
C0036 ／12月中旬

▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●霊長類学者・川村俊蔵のフィールドノート
―1950年代屋久島の猟師と後継者たち
服部志帆・編著
3800円 ／46 ／404頁 ／並製 4-86124-459-9
C0045 ／12月下旬
▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●風に立つ
松本喜久夫・著
1455円 ／B6変 ／336頁 ／並製
4-7807-1834-8 C0093 ／12月4日
●七〇歳からの俳句と鑑賞
聖木翔人・著
1818円 ／A5 ／280頁 ／並製 4-7807-1835-5
C0095 ／12月4日
●「切り札」山下泰裕は日本柔道界を変革でき
るか
木村秀和・著
1182円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7807-1830-0

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●老年学を学ぶ, 桜美林大学叢書7
―高齢社会の学際的研究
杉澤秀博、長田久雄、渡辺修一郎、中谷陽明・
編著
3200円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-8460-2078-1
C3036 ／12月7日
●鏡の国のアリス, RONSO fantasy collection
ルイス・キャロル・著, 楠本君恵・訳,
ブライアン・パートリッジ・イラスト
1600円 ／46 ／208頁 ／上製 4-8460-2086-6
C0097 ／12月14日
●英国人青年の抑留日記
シディングハム・イーンド・デュア・著,
出羽仁・編
4800円 ／A5 ／520頁 ／上製 4-8460-2123-8
C0021 ／12月22日
●さもなくば黙れ
平山瑞穂・著
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8460-2117-7
C0093 ／12月23日
●良心の囚人, 論創ノンフィクション17
―自由を放棄しないという選択
マ・ティーダ・著, 熊木信太郎・訳
2200円 ／46 ／358頁 ／並製 4-8460-2085-9
C0036 ／12月23日
03—新刊選2112／110号（通巻334号）

●ピーター卿の遺体検分記, 論創海外ミステリ
277
ドロシー・L・セイヤーズ・著, 井伊順彦・訳
3600円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-2076-7
C0097 ／12月28日
●霜月信二郎探偵小説選, 論創ミステリ叢書126
霜月信二郎・著
3400円 ／A5 ／312頁 ／並製 4-8460-1978-5
C0093 ／12月28日

─11月に出た本
▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室 12月号（No.834）
―この授業プランで三学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-121-0／11月7日
●鈴木天眼―反戦反骨の大アジア主義
高橋信雄・著
2200円 ／46 ／432頁 ／並製 4-87154-198-5
C3023 ／11月1日
●リコール署名不正と表現の不自由
―民主主義社会の危機を問う
中谷雄二、岡本有佳・編
1600円 ／46 ／218頁 ／並製 4-87154-199-2
C3036 ／11月20日
▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●神川松子・西川末三と測機舎
―日本初の生産協同組合の誕生
南塚信吾・編著, 西川正幹・編集協力
3500円 ／46 ／540頁 ／並製 4-86598-090-5
C0021 ／11月24日
●国鉄・JRの廃線アルバム―東北編
山田亮・著
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-877-2
C0026 ／11月29日
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●感染症と人権
―コロナ・ハンセン病問題から考える法の役割
内田博文・著
1500円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7592-6798-3
C0036 ／11月26日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●鴨方藩, シリーズ藩物語
藤尾隆志・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7159-3 C0321 ／11月5日
●一万年生きた子ども
―統合失調症の母をもって
ナガノハル・著
2000円 ／46 ／232頁 ／上製 4-7684-5909-6

12月に出る本／出版協BOOKS
C0095 ／11月20日
●そもそも英語ってなに？
―「侵略の英語史」と「学習の極意」
里中哲彦・著
1500円 ／46変 ／160頁 ／並製
4-7684-9201-7 C0082 ／11月17日
●シモーヌ（Les Simones）VOL.5
―特集：「私」と日記：生の記録を読む
シモーヌ編集部・編
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-7684-9105-8
C0036 ／11月22日
●季刊 福祉労働171号
―特集：どの子も一緒に学ぶ権利
福祉労働編集委員会・編
1400円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-7684-2371-4
C0330 ／11月22日
▼合同出版／042-401-2930
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●コロロメソッドで学ぶ ことばの発達ワーク
シート①―因果関係と理由編
コロロ発達療育センター・編
1800円 ／B5 ／104頁 ／並製 4-7726-1472-6
C0037 ／11月11日
●日本の医療はなぜ弱体化したのか 再生は可能
なのか
本田宏・著
1400円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7726-1470-2
C0036 ／11月26日
●自閉っ子サンちゃんのライフスキルトレーニ
ング―「ハイタッチ」から広がるコミュニケー
ションの世界！
たなかれもん・著
1500円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7726-1478-8
C0037 ／11月29日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●ジョルジュ・シフラ回想録―大砲と花
ジョルジュ・シフラ・著, 八隅裕樹・訳
3200円 ／46 ／348頁 ／上製 4-7791-2786-1
C0073 ／11月5日
●自由と解放を求める人びと
―アメリカ黒人の闘争と多面的な連携の歴史
岩本裕子、西﨑緑・編著
2800円 ／A5 ／274頁 ／上製 4-7791-2782-3
C0022 ／11月8日
●疾駆する白象―ザ・グレート・ゲーム東漸
野上勝彦・著
4500円 ／46 ／892頁 ／並製 4-7791-2787-8
C0022 ／11月8日
●夏の奥津城
梅宮創造・著
2700円 ／46 ／300頁 ／並製 4-7791-2790-8
C0095 ／11月8日
●英米文学、多彩な文学解釈への誘い―シェイ
クスピアからシドニー、ソローからトウェイン
川成洋、吉岡栄一、伊澤東一・編
4000円 ／46 ／380頁 ／上製 4-7791-2792-2
C0098 ／11月12日
●民族文化遺産の守護神―澗松 全鎣弼物語
李忠烈・著, 金容権・訳
3600円 ／A5 ／354頁 ／上製 4-7791-2742-7

C0070 ／11月26日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●なにもしたくない歯医者
―削らない歯の治療をめざして
松本正・著
1600円 ／46 ／184頁 ／並製 4-380-21006-8
C0047 ／11月26日
▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp/
●下野猟師伝―聞き書き 猟師たちの物語
丸山美和・著
1800円 ／46 ／270頁 ／並製 4-88748-396-5
C0039 ／11月15日
▼世織書房／045-319-0644
seori@nifty.com
http://seorishobo.com
●女性国際戦犯法廷20年 判決／証言をどう活
かすか―日本軍性奴隷制を裁く
女性国際戦犯法廷20周年実行委員会・編, 金富
子、梁澄子、岡本有佳、石田凌太・責任編集
1800円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-86686-022-0
C0036 ／11月15日
●変容する在日ブラジル人の家族構成と移動形
態
―分散型／集住型移住コミュニティの比較研究
ヤマグチ・アナ・エリーザ・著
4300円 ／A5 ／388頁 ／上製 4-86686-021-3
C3036 ／11月30日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●半農半Ｘ―これまで・これから
塩見直紀、藤山浩、宇根豊、榊田みどり・編著
2200円 ／A5 ／290頁 ／並製 4-88340-353-0
C0061 ／11月17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 12月号 610号
―特集：意外と知らない女性ホルモン
家庭栄養研究会・編
600円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7150-7
C0036 ／11月20日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●食育共創論―地域密着と世代重視の実践から
食の未来を拓く
若林良和・編
2500円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-8119-0611-9
C3033 ／11月2日
●水田農業の活性化をめざす－西南暖地からの
提言
髙武孝充、村田武・著
1500円 ／A5 ／118頁 ／並製 4-8119-0612-6
C3061 ／11月9日
04—新刊選2112／110号（通巻334号）

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●教育制度学研究28
―特集：多様性社会を支える教育制度を問う
日本教育制度学会・編
2800円 ／A5 ／368頁 ／並製 4-7989-1742-9
C3037 ／11月30日
▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com/
●子育てママ先生による口育の手引き
林明子・著
1200円 ／A4変 ／32頁 ／上製 4-86489-134-9
C0077 ／11月15日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●徳之島町史 自然編―恵みの島
徳之島町誌編纂室・編
3000円 ／A4 ／157頁 ／並製 4-86124-458-2
C0040 ／11月15日
▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●「資本論」第Ⅱ・Ⅲ部講読のナビゲーション
中川弘・著
2728円 ／B5 ／392頁 ／並製 4-7807-1831-7
C0036 ／11月6日
●八月の遺書―能島龍三短編小説集
能島龍三・著
1000円 ／B6変 ／224頁 ／並製
4-7807-1832-4 C0093 ／11月6日
●風の里から―原発事故7年目の死
櫻井和代・著
1273円 ／46 ／164頁 ／並製 4-7807-1828-7
C0095 ／11月6日
●労働総研クォータリー 2021年夏季号 No.120
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1889-8
C0336 ／11月25日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●スマートシティの脅威
加藤やすこ・著
1800円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8461-2118-1
C0036 ／11月13日
●核のない未来を願って
―松井英介遺稿・追悼集
松井英介遺稿・追悼集編集委員会・編
3400円 ／46 ／536頁 ／上製 4-8461-2119-8
C0023 ／11月24日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●空手は沖縄の魂なり
―長嶺将真伝, 論創ノンフィクション15
柳原滋雄・著
1800円 ／46 ／288頁 ／並製 4-8460-2084-2

12月に出る本

12月に出る本／出版協BOOKS

●出版協

C0036 ／11月2日
●吉本隆明 全質疑応答Ⅱ―1973～1979
吉本隆明・著
2200円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-2027-9
C0090 ／11月2日
●巨匠―ヘンリー・ジェイムズの人と作品
コルム・トビーン・著, 伊藤範子・訳
3500円 ／46 ／448頁 ／上製 4-8460-2077-4
C0097 ／11月16日
●イタリア・ルネサンスの世界
アリソン・ブラウン・著, 石黒盛久、喜田いく
み・訳
3800円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-2070-5
C0022 ／11月16日
●〈アルハンブラ・ホテル〉殺人事件,
論創海外ミステリ276
イーニス・オエルリックス・著, 福森典子・訳
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3400円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-2110-8
C0097 ／11月16日
●リインカネーション リザルブ
西田大輔・著
1800円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-2112-2
C0074 ／11月16日
●リインカネーション リコレクト
西田大輔・著
1800円 ／46 ／204頁 ／上製 4-8460-2113-9
C0074 ／11月16日
●全国に30万ある「自治会」って何だ！
小田光雄、中村文孝・著
2000円 ／46 ／176頁 ／並製 4-8460-2116-0
C0031 ／11月16日
●白川静さんに学ぶ 漢字がわかるコロナ時代の
二字熟語
小山鉄郎・著

1300円 ／46 ／96頁 ／並製 4-8460-2095-8
C0081 ／11月16日
●オール・アバウト・Z
川村毅・著
1200円 ／46 ／112頁 ／上製 4-8460-2118-4
C0074 ／11月19日
●新選 林芙美子童話集 第3巻
林芙美子・著, 廣畑研二・編, 久保谷智子・イラ
スト
2000円 ／46 ／240頁 ／上製 4-8460-1994-5
C8093 ／11月29日
●Japと呼ばれて, 論創ノンフィクション16
宍戸清孝・著
2500円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8460-2099-6
C0036 ／11月30日

●会員社一覧【2021年12月現在●74社】
【あ】
健康と良い友だち社
新宿書房
【2021年12月現在●74社】
●会員社一覧
あけび書房
現代企画室
新泉社
梓出版社
【あ】
アーニ出版
あけび書房
ありな書房
梓出版社
アルファベータブックス
アーニ出版
一光社
ありな書房
インパクト出版会
アルファベータブックス
【か】
一光社
海象社
インパクト出版会
解放出版社
海鳴社
【か】
花伝社
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雁思社
解放出版社
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気天舎
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教育史料出版会
健学社
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【は】
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数学書房
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世織書房
パイインターナショナル
こぶし書房
合同出版
スタジオタッククリエイティブ
せりか書房
コモンズ
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千書房
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創森社
【さ】
ひとなる書房
世織書房
こぶし書房
パイインターナショナル 【や】
創土社
桜井書店
批評社 白澤社
【ら】
せりか書房
コモンズ
唯学書房
草風館
彩流社
風濤社
緑風出版
千書房
晩成書房
有志舎
三一書房
風媒社
ロクリン社
創森社
【さ】
ひとなる書房論創社
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三元社
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自然食通信社
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出版人
ポラーノ出版
東信堂
松柏社
本の泉社
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吉夏社
気天舎
教育史料出版会
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ポラーノ出版
本の泉社

●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
「21年12月」
に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「12 月に出

05—新刊選2112／110号（通巻334号）

出版協BOOKSを利用される

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。

●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

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

