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●ほんのひとこと

休館しない図書館を

●出版協会長

水野 久
晩成書房

今回のコロナ禍により、図書
館の休館・利用停止が相次いだ。
図書館職員や利用者の安全のた
めには、止むを得ない措置であ
るとはいえ、休館・利用停止が
長引くなか、学生・研究者をは
じめとする幅広い利用者、そし
て出版活動においても執筆や校
正・校閲にあたって支障が生ず
る状態が生まれた。特に４月１
５日の国立国会図書館の遠隔複
写受付休止以降、資料へのアク
セスの困難はより大きなものと
なった。
出版者団体として、対策を考
える中で、学生・研究者ら図書
館利用者が、国立国会図書館が
図書館に限定送信しているデジ
タル化資料を、緊急的措置として、
図書館外からも利用可能にする
ことを求めていることを知った。
国会図書館はデジタル化した資
料（概ね 1968 年頃までの資料
がデジタル化されているという）
のうち、著作権保護期間が切れ
たものを一般に公開するとともに、
著作権保護期間内ではあるが、
絶版などで市場で流通していな
いと国会図書館が認識した資料
を図書館に限定配信し、館内で
の利用ができるようにしている。
この図書館限定配信資料を、一
般からアクセスできるようにし
てほしいという要望だ。
〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B

討を依頼するとともに、国会図
私たち出版協は、前身の流対
書館と具体的な扱いについて協
協時代から、国立国会図書館の
議を重ねた。
資料のデジタル化とその活用に
実際には、デジタル化資料を
ついては慎重であるべきだとし
（1）
てきた。復刻･翻刻などの出版や、 一般公開することについて、
著作権者の承諾が得られ、版元
出版物の電子化などへの影響を
としても承諾する出版物を、著
考えてのことであり、その考え
作権者情報を付して国会図書館
は変わっていない。ただし、今
に通知、（2）国会図書館が著作
回のコロナ禍のなか、図書館休
権者に文書で「許諾依頼状・回
館が続くなかでは、国立国会図
書館のデジタル化済み資料のうち、 答用紙」を送付、（3）著作権者
から国会図書館に許諾回答が届
公立図書館・大学図書館の端末
での利用のみ可能の資料について、 き次第、対象出版物を一般から
アクセス可能な公開状態にする、
特例的に期間限定で、図書館外
という流れで 7 月 15 日、２件
からも利用可能にすることが現
の公開が始まった。
在および将来の研究、執筆、出
このかん、図書館の状況はだ
版活動（等）に資すると考え、
4 月 27 日に声明を出すとともに、 いぶ変化しているが、公開期間は、
5 月 29 日には国立国会図書館 「多くの図書館が休館している間」
とし、インターネット公開後、
あてに検討を求める要望書を送
感染状況等を鑑みて、著作権者
付した。
から出版協を通じて申し出があっ
た時点でインターネット公開を
国立国会図書館からは 5 月
取りやめることにしている。
27 日付で声明に対して、図書
館限定配信のデジタル化資料を、
一括で一般からアクセスできる
今回は他に有効な手段がない
状態にすることは著作権法上不
ことからこの取り組みとなったが、
可能だが、出版者・著作権者が
これはあくまで今回限定の緊急
認めるものについては、個別に
措置であると考えている。今回
一般からアクセスできる状態に
のコロナ禍を教材に、そもそも
することが法的、技術的に可能
長期の休館、利用休止に至らない、
との回答があり、図書館限定配
感染症にも強い図書館へと対策
信されている出版協会員２７社
を練っていただくことこそ第一
の著作物リストが提示された。
だと思う。
出版協では、対象会員社に検
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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 ／8月6日
●先生とお母さんへのエール
－子どもって、そして教育って素晴らしい
井上美惠子・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87154-181-7
C3036 ／8月19日
●精神障害者に心を寄せて－ほのぼの短歌集
細川久美子・著
1000円 ／46 ／80頁 ／上製 4-87154-179-4
C0095 ／8月19日
●月刊 数学教室 9月号（No.819）
－特集／計算の極意⁉①
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-090-9 ／8月7日

▼出版社名
（50音順） ●書名―サブタイトル／著者など
本体価格／判型／頁数／製本形態
／FAX番号
e-mailアドレス／URL ISBN（978省略）／発行予定

●街角の共育学－無関心でいない、あきらめな
い、他人まかせにしないために
松森俊尚・著
1800円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7684-3579-3
C0037 ／8月20日
▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●れいわ一揆 製作ノート
原一男・編著
1700円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7744-0726-5
C0074 ／8月31日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●コロロメソッドで学ぶとけいがよめるワーク
シート－スモールステップでじこくをマスター
コロロ発達療育センター・編
1800円 ／A4 ／128頁 ／並製 4-7726-1414-6
C0037 ／8月21日
●インスタントヘルプ！ 10代のためのジェン
ダークエストトレーニング－性のアイデンティ
ティ、その悩み・不安から心と体をヘルプする
ワーク
ライラン・ジェイ・テスタ、デボラ・クール
ハート、ジェイミー・ペタ・著
2800円 ／B5 ／184頁 ／並製 4-7726-1427-6
C0037 ／8月6日
●ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれ
て。－スリランカ・農園労働者の現実から見え
てくる不平等
栗原俊輔・著
1400円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7726-1430-6
C0036 ／8月20日

－有機栽培の家庭菜園・ベランダ菜園入門
吉田恭一・監修, 加藤俊二・著
1800円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-7791-2667-3
C0061 ／8月11日
●再審・本能寺の変 光秀に信長は殺せたのか？
「再審・本能寺の変」製作委員会・著
1600円 ／B5 ／120頁 ／並製 4-7791-2698-7
C0021 ／8月24日
●親子二代予想屋－「競輪」七十年史
松垣透・著
2500円 ／46 ／250頁 ／並製 4-7791-2692-5
C0076 ／8月25日
●ときを駆ける老女
－台湾・日本から世界、そして台湾へ
鈴木れいこ・著
1800円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7791-2701-4
C0023 ／8月25日
●中国革命と写真－黎明期から文革まで
岡井耀毅・著, 岡井禮子・編
2500円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7791-2700-7
C0072 ／8月25日
●ちょっとケニアに行ってくる
－アフリカに無国籍レストランを作った男
池田正夫・著
1800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2689-5
C0026 ／8月25日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
https://31shobo.com
●日本政治の病理
－丸山眞男の｢執拗低音｣と｢開国｣に読む
浅井基文・著
2500円 ／46 ／296頁 ／並製 4-380-20006-9
C0036 ／8月15日

▼海象社／03-6403-0902
info@kaizosha.co.jp
http://www.kaizosha.co.jp
●カウントダウン－世界の水が消える時代へ
▼社会評論社／03-3818-2808
レスター・R・ブラウン・著, 枝廣淳子・監訳
book@shahyo.com
2200円 ／46 ／272頁 ／並製 4-907717-64-3
▼コモンズ／03-6295-9618
【2020年8月現在●73社】
●会員社一覧
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
C0036 ／8月1日
info@commonsonline.co.jp
【あ】
【な】
【ま】
現代書館
随想舎
●清水邦夫の華麗なる劇世界
http://www.commonsonline.co.jp
あけび書房
南方新社
明月堂書店
現代人文社
数学書房
井上理惠・著
▼解放出版社／06-6581-8552
●甘いバナナの苦い現実
梓出版社
スタジオタッククリエイティブ
めこん
皓星社
1800円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7845-1150-1
hanbai@kaihou-s.com
アーニ出版
青灯社
【は】
木犀社
合同出版 石井正子・編著
ありな書房
世織書房
パイインターナショナル
コスモの本2500円 ／46
C0030 ／8月11日
http://www.kaihou-s.com
／364頁 ／並製
4-86187-167-2
一光社
せりか書房
白澤社
【や】
こぶし書房
●旅の序章, 解放文学双書
C0036 ／8月31日
インパクト出版会
千書房
晩成書房
唯学書房
コモンズ
良・編著
▼創森社／03-5228-2410
善野 灯
創森社
ひとなる書房
有志舎
hanbai@soshinsha-pub.com
3000円 ／46 ／416頁 【か】
／上製 4-7592-5603-1
▼彩流社／03-3234-5932
創土社
批評社
【さ】
海象社
草風館
風濤社
【ら】
桜井書店 sairyusha@sairyusha.com
http://www.soshinsha-pub.com
C0093 ／8月6日
解放出版社
風媒社
緑風出版
彩流社
●日本ワインの夜明け－葡萄酒造りを拓く
●ゲノム操作と人権
http://www.sairyusha.com
海鳴社
【た】
ブロンズ新社
ロクリン社
三一書房
仲田道弘・著
－新たな優生学の時代を迎えて
●新たな和解の創出
花伝社
知泉書館
ぺりかん社
論創社
三元社
2200円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-88340-343-1
天笠啓祐・著
－グローバル化時代の歴史教育学への挑戦
雁思社
筑波書房
北樹出版
自然食通信社
吉夏社 4-7592-6794-5
柘植書房新社
ポラーノ出版
社会評論社馬暁華・編
C0061 ／8月25日
1400円 ／A5 ／125頁 ／並製
気天舎
東信堂
本の泉社
出版人
C0036 ／8月13日
3500円 ／A5
／304頁 ／並製
4-7791-2693-2
教育史料出版会
同時代社
ほんの木
松柏社
▼筑波書房／03-3235-5949
健学社
道玄坂書房
新宿書房 C0020 ／8月5日
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
▼現代書館／03-3262-5906
●青い目のジャン
健康と良い友だち社
新泉社
現代企画室
水声社
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
http://www.gendaishokan.co.jp
ジャン・ジオノ・著, 山本省・訳
●“適者生存”戦略をどう実行するか
●【普及版】関東大震災朝鮮人虐殺の記録
3000円 ／46 ／380頁 ／並製 4-7791-2694-9
－卸売市場の“これから”を考える
－東京地区別1100の証言
C0097 ／8月11日
市場流通ビジョンを考える会幹事会・監修,
西崎雅夫・編著
●成功するＤＸ、失敗するＤＸ
2500円 ／A5 ／496頁 ／並製 4-7684-5886-0
－形だけのデジタル・トランスフォーメーショ 藤島廣二・編
1000円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-8119-0579-2
C0021 ／8月13日
ンで滅びる会社、超進化する会社
C3033 ／8月11日
●田原藩, シリーズ藩物語
兼安暁・著
●協働ガバナンスと中間支援機能
石川洋一・著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2688-8
●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。
－環境保全活動を中心に, SDGs時代のESDと社
1600円
／A5変 ／208頁 ／並製
C0033 ／8月11日
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。
会的レジリエンス研究叢書2
4-7684-7156-2
C0321
／8月13日
●楽しく作る、美味しく食べる
皆様へ
●これは、
出版協加盟の出版社が
「20年8月」
に出
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。
版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「8月に出る本」
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8月に出る本／出版協BOOKS
佐藤真久、島岡未来子・著
2000円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-8119-0578-5
C3037 ／8月11日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●環境問題の社会学
－環境制御システムの理論と応用
茅野恒秀、湯浅陽一・編著
3600円 ／A5 ／344頁 ／上製 4-7989-1647-7
C3036 ／8月5日
●米国地域社会の特別目的下位自治体－生活基
盤サービスの住民参加実際のガバナンス,
コミュニティ政策叢書8
前山総一郎・著
3600 円 ／A5 ／304頁 ／上製 4-7989-1575-3
C3036 ／8月15日
●グローバル保健ガバナンス
城山英明・編著
3200円 ／A5 ／304頁 ／上製 4-7989-1653-8
C3032 ／8月15日
●フレーベルの幼稚園の原理－批判的検討
ウィリアム. H. キルパトリック・著,
乙訓稔、別府愛、笹川啓一、廣嶋龍太郎、今井
康晴、八木浩雄・訳
2100円 ／A5 ／184頁 ／上製 4-7989-1635-4
C3037 ／8月24日
●スレブレニツァ・ジェノサイド
－25年目の教訓と課題
長有紀枝・編著
2500円 ／A5 ／264 頁 ／上製 4-7989-1646-0
C3030 ／8月30日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●九州の稀少植物探訪 上巻,
草本（早春～晩夏）編
大工園認・著
3800円 ／46 ／290頁オールカラー ／並製
4-86124-426-1 C0645 ／8月中旬
●けんりは こどもの ハッピーパスポート,
南方ブックレット11
砂川真澄・著, 入江南津子・絵
1000円 ／A5 ／75頁オールカラー ／並製
4-86124-433-9 C8732 ／8月中旬
●海軍兵と戦争－戦争と人間を語る
宮島孝男・編著
1300円 ／46 ／132頁 ／並製 4-86124-435-3
C0031 ／8月上旬
▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.hitonarushobo.jp
●ヴァンスのフレネ学校
－学校形式の再構築に向けて
アンリ-ルイ・ゴ・著，阿部一智・訳
5000円 ／A5 ／408頁 ／並製 4-89464-272-0
C3037 ／8月7日
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●百姿繚乱 嵐圭史舞台生活七〇年

－煌めきの役々・舞台写真集
嵐圭史・著
2700円 ／A4変 ／98頁 ／並製
4-7807-1972-7 C0072 ／8月4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 ／8月7日
●作文と教育 2020年8・9月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1737-2
C0337 ／8月20日
●日本の科学者9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 4-7807-1363-3
C0336 ／8月20日
●理科教室 2020年9月号（No.789）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1553-8
C0340 ／8月20日
●「原子爆弾」その前後 原民喜小説選
原民喜・著
1400円 ／B6変 ／280頁 ／並製
4-7807-1978-9 C0093 ／8月23日
●写真家の心 詩人の眼
小松健一・著
2500円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7807-1976-5
C0095 ／8月23日

3000円 ／46 ／360頁 ／並製 4-8460-1941-9
C0097 ／8月18日
●笑う仏, 論創海外ミステリ255
ヴィンセント・スターレット・著,
福森典子・訳
3000円 ／46 ／320頁 ／上製 4-8460-1957-0
C0097 ／8月18日
●佐左木俊郎探偵小説選Ⅰ,
論創ミステリ叢書124
佐左木俊郎・著
4000円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-8460-1926-6
C0093 ／8月18日
●志帥会の挑戦
森田実・著
1091円 ／46 ／336頁 ／並製 4-8460-1984-6
C0031 ／8月19日
●フランス史Ⅷ－宗教改革
ジュール・ミシュレ・著, 桐村泰次・訳
4900円 ／46 ／540頁 ／上製 4-8460-1964-8
C3022 ／8月22日
●誰が命を救うのか－原発事故と闘った医師た
ちの記録, 論創ノンフィクション4
鍋島塑峰・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-8460-1940-2
C0036 ／8月29日

▼めこん／03-3815-1810
mekong@bolero.plala.or.jp
http://www.mekong-publishing.com
●東南アジアのスポーツ・ナショナリズム
－SEAP GAMES／SEA GAMES 1959-2019年
早瀬晋三・著
4000円 ／A5 ／368頁 ／上製 4-8396-0322-9
C0030 ／8月6日

▼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

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●科学者の社会的責任を問う
荻野晃也・著
2500円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8461-2014-6
C0036 ／8月20日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●近代出版史探索Ⅲ
小田光雄・著
6000円 ／46 ／704頁 ／上製 4-8460-1963-1
C0095 ／8月1日
●空襲にみる作家の原点
－森内俊雄と瀬戸内寂聴
富永正志・著
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8460-1970-9
C0095 ／8月3日
●シベリア記－遙かなる旅の原点
加藤九祚、川崎建三、司馬遼太郎・著
2200円 ／46 ／272頁 ／上製 4-8460-1949-5
C0095 ／8月18日
●ヘル・ホローの惨劇, 論創海外ミステリ254
Ｐ・Ａ・テイラー・著, 清水裕子・訳
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▼ありな書房／03-3815-4614
arina@arinashobo.co.jp
●花の都 フィレンツェ
－美しきを愛でるために, 美食と美女と芸術と
金山弘昌、和田咲子、渡辺晋輔・著
1600円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7566-2071-2
C0026 ／7月22日
▼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

8月に出る本／出版協BOOKS
2000円 ／46 ／276頁 ／並製 4-7554-0305-7
C0036 ／7月5日
●月や、あらん
崎山多美・著
2000円 ／46 ／254頁 ／上製 4-7554-3005-3
C0093 ／7月30日
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●戦後アイヌ民族活動史
竹内渉・著
1600円 ／46 ／196頁 ／並製 4-7592-6793-8
C0036 ／7月7日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●トラウマからの解放
－フォルメン線描とイメージ呼吸
田上洋子・著
2000円 ／B5変 ／136頁 ／並製
4-7684-5882-2 C0011 ／7月9日
●寡黙なる饒舌－建築が語る東京秘史
若山滋・著
1700円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7684-5883-9
C0095 ／7月9日
●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11日
●「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 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-1020-2
C0333 ／7月15日
▼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 ／88頁 ／並製 4-7726-1416-0
C0037 ／7月21日
●なんのなかま？, 発達協会式ソーシャルスキ
ルが身につくカード3
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31日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●始源の火－雲南夢幻
野上勝彦・著
4000円 ／46 ／572頁 ／並製 4-7791-2691-8

C0093 ／7月17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2号
－特集＝ポストキャピタリズムへ
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-905261-97-1
C3033 ／7月20日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●憲法9条再入門
－その理念と思想を生かすために
前田朗・著
2000円 ／46 ／268頁 ／並製 4-380-20004-5
C0036 ／7月14日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
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
●時日本におけるコミュニタリアニズムと宇野
理論－土着社会主義の水脈を求めて,
ダルマ舎叢書Ⅳ
大内秀明・著
2300円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7845-1370-3
C0030 ／7月22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

両角亜希子・著
3900円 ／A5 ／424頁 ／上製 4-7989-1639-2
C3037 ／7月20日
●比較教育学研究61
日本比較教育学会・編
1800円 ／A5 ／242頁 ／並製 4-7989-1651-4
C3037 ／7月31日
●ひとおもい2
木田直人、鈴木泉、乗立雄輝、松永澄夫・編
2500円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-7989-1649-1
C3010 ／7月31日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●奄美植物民俗誌－沖永良部島の事例より
えらぶ郷土研究会・編
1800円 ／A5 ／150頁オールカラー ／並製
4-86124-430-8 C0045 ／7月15日
▼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 ／245頁 ／並製 4-8331-5377-5
C0095 ／7月13日
●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27日

▼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6日
▼東信堂／03-3818-5514
●天鵞絨・他 石川啄木小説選
tk203444@fsinet.or.jp
石川啄木・著
http://www.toshindo-pub.com
1600円 ／B6変 ／328頁 ／並製
●エビデンスの時代のFD
4-7807-1971-0 C0093 ／7月6日
－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 ●季論21 2020年夏号（第49号）
『季論 21』編集委員会・編
ティン、J. K. リヴァード・著,
909円 ／A5 ／232頁 ／並製 4-7807-1863-8
林透、深野政之、山崎慎一、大関智史・訳
C0336 ／7月20日
2800円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7989-1608-8
●日本の科学者8月号 vol.55
C3037 ／7月6日
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
●居住福祉研究〈29〉
日本科学者会議・編集, 発行
－移住者との共生と居住福祉
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1362-6
日本居住福祉学会・編著
C0336 ／7月20日
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1644-6
●理科教室 2020年8月号（No.788）vol.63
C3036 ／7月14日
●若者のアイデンティティ形成－学校から仕事 科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1552-1
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 , C0340 ／7月20日
河井亨、溝上慎一・訳
●季刊オピニオン・プラス 2020夏 VOL.30
3200円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-7989-1642-2
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
C3036 ／7月14日
700円 ／A4 ／48頁 ／並製 4-7807-1453-1
●日本の大学経営
C5336 ／7月20日
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●出版協

●総合人間学14
－いのちのゆれの現場から実践知を問う
総合人間学会・編
1600円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7807-1975-8
C0036 ／7月26日
●地球ウオッチング2 世界自然遺産見て歩き
－成り立ちがわかれば「風景」が変わる
古儀君男・著
2400円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-7807-1974-1
C0026 ／7月26日
▼唯学書房／03-5215-1953
yuigaku@atlas.plala.or.jp
https://www.yuigakushobo.com
●普勸坐禪儀提唱
立花知彦・著

8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

2000円 ／46 ／200頁 ／上製 4-908407-31-4
C0015 ／7月31日
▼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

本体価格／判型／頁数／製本形態
ISBN（978省略）／発行予定

●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

●会員社一覧【2020年8月現在●73社】
【あ】
【な】
【ま】
現代書館
随想舎
●会員社一覧【2020年8月現在●73社】
あけび書房
南方新社
明月堂書店
現代人文社
数学書房
【あ】
【な】
【ま】
現代書館
随想舎
梓出版社 あけび書房 皓星社
スタジオタッククリエイティブ
めこん
南方新社
明月堂書店
現代人文社
数学書房
梓出版社
スタジオタッククリエイティブ
めこん
皓星社
アーニ出版
青灯社
【は】
木犀社
合同出版
アーニ出版
青灯社
【は】
木犀社
合同出版
ありな書房 ありな書房 コスモの本
世織書房
パイインターナショナル
世織書房
パイインターナショナル
コスモの本
一光社
せりか書房
こぶし書房
一光社
せりか書房 白澤社
白澤社【や】
【や】
こぶし書房
インパクト出版会
千書房
晩成書房
唯学書房
コモンズ
インパクト出版会
千書房
晩成書房
唯学書房
コモンズ
創森社
ひとなる書房
有志舎
創森社
ひとなる書房
有志舎
【か】
創土社
批評社
【さ】
海象社
草風館
風濤社
【か】
創土社
批評社【ら】
【さ】桜井書店
解放出版社
風媒社
緑風出版
彩流社
海象社
草風館
【ら】
桜井書店
海鳴社
【た】
ブロンズ新社風濤社ロクリン社
三一書房
花伝社
知泉書館
ぺりかん社
論創社
三元社
解放出版社
風媒社
緑風出版
彩流社
雁思社
筑波書房
北樹出版
自然食通信社
海鳴社
【た】
ロクリン社
三一書房
吉夏社
柘植書房新社
ポラーノ出版ブロンズ新社
社会評論社
気天舎
東信堂
本の泉社
出版人
花伝社
知泉書館
ぺりかん社
論創社
三元社
教育史料出版会
同時代社
ほんの木
松柏社
雁思社
筑波書房
北樹出版
自然食通信社
健学社
道玄坂書房
新宿書房
健康と良い友だち社
新泉社
吉夏社
柘植書房新社
ポラーノ出版
社会評論社
現代企画室
水声社
気天舎
東信堂
本の泉社
出版人
教育史料出版会
同時代社
ほんの木
松柏社
健学社
道玄坂書房
新宿書房
健康と良い友だち社
新泉社
現代企画室
水声社

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8月」
に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「8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、
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