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近世部落史研究の進展により、 ミッド型でとらえる身分制もまち
がいである。今でもこのとらえか
近世の身分制についても従来の考
え方を修正する成果が出てきている。 たでの発信がみとめられるのは残
念である。
しかしながら、最近でも新聞の有
「士農工商」という言葉は存在し
名コラムで近世身分制度を「士農
たが、身分を意味するものではな
工商」と呼び、被差別身分につい
いということである。もともとは、
て述べなかったり、大河ドラマで
中国の古典『漢書』などに記され
近世の身分制を「士農工商」と説
ていた国を支える人民を四種に区
明しただけで、被差別身分につい
分したもので、四民ともいったと
ては説明をされなかったりと、新
いうことである。この「士農工商
聞やテレビで近世の身分制を「士
農工商」という認識でとらえたり、 穢多・非人」という表現は、明治
になってから使われるようになっ
「穢多（えた）
・非人（ひにん）
」な
たとのことである。
ど被差別身分の存在に言及しなかっ
1990 年代以降の教科書では、
たりと、歴史認識の誤りや差別問
このような身分制の表記ではなく
題に対する認識不足や忌避的態度
武士身分、百姓身分、町人身分、
と考えられることがある。
少し前になるが、前回（2019 年） 被差別身分（または、その他の身分）
などの身分呼称が使用されるよう
の参議院議員選挙で候補者に決まっ
になってきている。そのため、若
ていた元アナウンサーが講演で「日
本には江戸時代にあまりよくない
い人たちのなかには「士農工商」
歴史がありました。士農工商の下
についての問題提起自体がピンと
に穢多・非人、人間以下の存在が
こない方がいるだろうと思われる。
いる」と悪質な差別発言をしてい
古い教科書で学習したひとたちへ
たことが発覚し、マスコミでも取
の提起がメインといくことでお許
り上げられた。ご記憶のかたがい
しをいただきたいと思います。
るかもしれない。また、
徳川幕藩体制の身分制をもう少
「士農工商
し詳しくみてみる。武士身分は税
穢多・非人」を序列順にピラミッ
の徴収や裁判権など、統治・行政
ド型に（最上位に士、最下位に穢多・
権をもつ支配層である。
（また、身
非人）ととらえる認識をもとに「士
分制にはさらに細かく規定された
農工商〇〇〇〇」と比ゆ的に表現
する、現代の部落問題・部落差別 「身分内身分」があった。武士身分
では徳川家を頂点に大名、旗本、
を助長し合理化する案件も同様の
御家人、藩士があり大名にも三家、
枠組みでのものである。このピラ
〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B

家門、譜代、外様というようにあ
る。
）百姓身分は農民が多いが、漁
師や林業従事者などもおり支配を
される側である。町人身分は手工
業者、商人で支配をされる側であっ
た。百姓身分と町人身分は共に支
配をされる側ではあるが、この両
者には上下関係はなく並列的である。
被差別身分は「穢多」や「非人」
などである。差別をされ支配をさ
れた。
「穢多」という呼称についてであ
るが、これは穢れが多いという意
味で、支配層がおしつけた差別的
呼称であった。これを嫌い西日本
では自らを「皮多（かわた）」と、
東日本では「長吏（ちょうり）
」と
名のった。また、幕末には差別的
対応・施策に対してたちあがった
事件として、東日本では下駄の鼻
緒の売買をめぐり町人・百姓と長
吏が対立し大騒動に発展した「武
州鼻緒騒動」が、西日本では身分
差別強化に反対し団結をして闘っ
た「渋染め一揆」が知られている。
2016 年に成立・施行された「部
落差別解消推進法」では教育・啓
発の重要性が謳われているが、い
わゆる「特別措置法」が終了した
2002 年からこの間、部落問題学
習の機会が減少してきた。
微力ながら歴史認識の一助にな
ればとこの場をお借りしました。
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C0374 ／5月18日
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ド2022
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久米忠史、福井剛司・著
1300円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7726-1493-1
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金正出・著
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2273円 ／46 ／368頁 ／上製 4-7807-1845-4
C0093 ／5月14日
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日本作文の会・編
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C0037 ／5月14日
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－小松健一写真集
小松健一・著
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C0072 ／5月15日
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－石橋正二郎のブリヂストン美術館
林洋海・著
2000円 ／46 ／248頁 ／上製 4-7684-5920-1
C0030 ／4月22日
●季刊 福祉労働172号
－特集：インターセクショナリティと批判的実
践
福祉労働編集委員会・編
1400円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-7684-2372-1
C0330 ／4月25日
▼合同出版／042-401-2930
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●いのちのバトンをつなぎたい
－世界の子どもの3人に1人は栄養不良
ワールド・ビジョン・ジャパン・著
1600円 ／A5 ／168頁 ／上製 4-7726-1492-4
C0036 ／4月13日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●非暴力を実践するために
－権力と闘う戦略
ジーン・シャープ・著, 谷口真紀・訳
2500円 ／46 ／240頁 ／上製 4-7791-2799-1
C0036 ／4月5日
●米墨戦争とメキシコの開戦決定過程
－アメリカ膨張主義とメキシコ軍閥間抗争
牛島万・著
4200円 ／A5 ／366頁 ／上製 4-7791-2818-9
C0022 ／4月11日
●アカデミック・ダイバーシティの創造
岐阜聖徳学園大学外国語学部・編
3200円 ／46 ／320頁 ／上製 4-7791-2811-0
C0080 ／4月11日
●腐男子精神科医の人生ウラ道ガイド
日原雄一・著
1500円 ／46 ／160頁 ／並製 4-7791-2821-9
C0095 ／4月14日
●増補改訂版 浪曲論
稲田和浩・著
2000円 ／46 ／230頁 ／並製 4-7791-2816-5
C0076 ／4月14日
●新・老年書生の境地
原田國夫・著
1500円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7791-2822-6
C0095 ／4月14日
●「簡単・手軽・堅実」ロボアド投資
オフィス三銃士FPグループ・編著
1600円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7791-2819-6
C0033 ／4月14日
●「ヘイト」に抗するアメリカ史
－マジョリティを問い直す
兼子歩、貴堂嘉之・編著
2800円 ／46 ／336頁 ／並製 4-7791-2826-4
C0022 ／4月18日
●テレコム・ポリシーとテクノロジー
－1980年代と新自由主義
花田達朗・著
6000円 ／A5 ／420頁 ／並製 4-7791-2814-1

行予定
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C0031 ／4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1号
－コロナ禍と現代資本主義
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／116頁 ／並製 4-905261-57-5
C3033 ／4月20日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
https://31shobo.com
●ウトロ ここで生き、ここで死ぬ
中村一成・著
2800円 ／46 ／368頁 ／並製 4-380-22003-6
C0036 ／4月28日
▼随想舎／028-616-6607
hanbai@zuisousha.co.jp
https://www.zuisousha.co.jp
●渡良瀬川の自転車旅
－「人新世」の田中正造を旅する
東間紘・著
1800円 ／46 ／248頁 ／並製 4-88748-399-6
C0021 ／4月15日
●REAL ASIA リアルアジア Vol.3
南東舎・発行
1091円 ／A4 ／96頁 ／並製 4-88748-401-6
C0026 ／4月15日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●醸造用ブドウ栽培の手引き
日本ブドウ・ワイン学会・監修
2400円／A5判／206頁／並製 4-88340-355-4
C0061／4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 5月号 605号
－特集：優れたパートナー 「大麦」食べて元気
に
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7155-2
C0036 ／4月20日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●集まって話しあう 日本とヨーロッパの地域づ
くり
－図解：5つのステップを楽しもう！
飯田恭子、浅井真康、市田知子、須田文明・編
著
2800円 ／B5 ／248頁 ／並製 4-8119-0623-2
C0036 ／4月4日
●農村計画研究レビュー2022
中塚雅也、山下良平、斎尾直子・編著
3500円 ／A5 ／306頁 ／並製 4-8119-0622-5
C3061 ／4月4日
●SDGs時代の評価, SDGs時代のESDと社会的レ

ぞれの出
い。

ジリエンス研究叢書5
米原あき、佐藤真久、長尾眞文・編著
2500円 ／A5 ／187頁 ／並製 4-8119-0625-6
C3037 ／4月19日
●地域福祉における地域運営組織との連携, JCA
研究ブックレット
山浦陽一・著, 筒井一伸・監修
750円 ／A5 ／62頁 ／並製 4-8119-0624-9
C0036 ／4月19日
●本源的蓄積と共同体, 山崎亮一著作集5
山崎亮一・著
4000円 ／A5 ／388頁 ／上製 4-8119-0619-5
C3061 ／4月25日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●居住福祉を学ぶ, 新居住福祉ブックレット①
岡本祥浩・著
1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1725-2
C3336 ／ 4月11日
●ふるさとの原風景をふたたび
−歴史遺産を活かした地域づくり, 新居住福祉
ブックレット②
黒田睦子・著
1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1754-2
C3336 ／ 4月11日
●ウトロ・強制立ち退きとの闘い, 新居住福祉
ブックレット③
斎藤正樹・著, 中山和弘・写真
1200円 ／A5 ／136頁 ／並製 4-7989-1752-8
C3336 ／ 4月11日
●地域を基盤とした福祉のしくみ
−イタリアの取り組みから, 新居住福祉ブック
レット④
野村恭代・著
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1753-5
C3336 ／ 4月11日
●新版 国際交流のための現代プロトコール
阿曽村智子・著
3600円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-7989-1758-0
C2039 ／ 4月13日
●異説・行政法
−後衛の山から主峰を望む
武田真一郎・著
3200円 ／A5 ／448頁 ／上製 4-7989-1765-8
C3032 ／ 4月13日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●ジーファーの記憶
−沖縄の簪と職人たち
今村治華・著
2600円 ／46 ／362頁 ／並製 4-86124-465-0
C0021 ／4月20日
●魚毒植物
盛口満・著
2800円 ／A5 ／180頁 ／並製 4-86124-469-8
C0039 ／4月20日
●島嶼集落における高齢者の生活・保健・介護
と地域づくり
岩崎房子・著
3500円 ／A5 ／291頁 ／上製 4-86124-468-1
C0036 ／4月20日
04—新刊選2205／115号（通巻339号）

▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://hitonarushobo.jp
●響き合う子どもたち
−共に創る保育の場から
遠山洋一・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-89464-286-7
C3037 ／4月5日
●保育者がすすめる 保育研究のきほん
−日々のエピソードとカンファレンスを真ん中
に
湯澤美紀・編著
2000円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-89464-287-4
C3037 ／4月12日
▼ポラーノ出版／042-860-2029
mail@polanopublishing.com
https://polano-shuppan.com
●運動障害救急法講義ノート 2022年度
橋本実・著
1091円 ／A4 ／42頁 ／並製 4-908765-30-8
C3047 ／4月21日
●スポーツ医学A講義ノート 2022年度
橋本実・著
1091円 ／A4 ／46頁 ／並製 4-908765-31-5
C3047 ／4月21日
●スポーツ医学概論講義ノート 2022年度
橋本実・著
1091円 ／A4 ／52頁 ／並製 4-908765-32-2
C3047 ／4月21日
▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●「人新世」と唯物史観
友寄英隆・著
1818円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7807-1842-3
C0010 ／4月9日
●作文と教育 2022年4・5月合併号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／76頁 ／並製 4-7807-1749-5
C0337 ／4月10日
●理科教室 2022年5月号（No.809）vol.64
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1573-6
C0340 ／4月20日
●日本の科学者 5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 4-7807-2066-2
C0336 ／4月20日
●山本周五郎 人情ものがたり（武家篇）
山本周五郎・著
1091円 ／B6変 ／288頁 ／並製
4-7807-1846-1 C0093 ／4月21日
●山本周五郎 人情ものがたり（市井篇）
山本周五郎・著
1091円 ／B6変 ／304頁 ／並製
4-7807-1843-0 C0093 ／4月21日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●Q&A ポスト･コロナ社会を考える
−ワクチン依存社会総点検
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天笠啓祐・著
1500円 ／A5変 ／140頁 ／並製
4-8461-2205-8 C0336 ／4月11日
●動物の権利・人間の不正
トム・レーガン著, 井上太一・訳
2600円 ／A5変 ／244頁 ／上製
4-8461-2206-5 C0036 ／ 4月25日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●吉本隆明 全質疑応答Ⅲ
−1980-1986
吉本隆明・著
2200円 ／46 ／432頁 ／並製 4-8460-2028-6
C0090 ／ 4月1日

ISBN（978省略）／発行予

▼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
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e-mailアドレス／URL ISBN（978省略）／発行予定

●ブランディングズ城のスカラベ騒動, 論創海
外ミステリ281
P・G・ウッドハウス・著, 佐藤絵里・訳
2800円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2129-0
C0097 ／ 4月1日
●ロングライフウェルネス
永野聡、劉慶紅、三上己紀・著
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-2148-1
C0036 ／ 4月4日
●スペイン新古典悲劇選
富田広樹・訳
4000円 ／46 ／428頁 ／上製 4-8460-2140-5
C0098 ／ 4月4日
●定点観測 新型コロナウイルスと私たちの社
会 2021年後半, 論創ノンフィクション20
森達也・著

2000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-8460-2102-3
C0036 ／ 4月4日
●スペイン学 第24号
京都セルバンテス懇話会・編
2200円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-8460-2147-4
C3398 ／ 4月8日
●赤いいのち 坂井眞理子作品集2001-2021
坂井眞理子・著
4500円 ／46 ／96頁 ／上製 4-8460-2156-6
C0071 ／ 4月12日
●大熊信行と凍土社の地域文化運動
仙石和道・著, 瀬畑源・編
3000円 ／46 ／288頁 ／上製 4-8460-2153-5
C0095 ／ 4月12日

●会員社一覧【2022年5月現在●74社】
【あ】
現代企画室
新泉社
ほんの木
同時代社
●会員社一覧【2022年5月現在●74社】
あけび書房
現代書館
水声社
捕物出版
梓出版社
現代人文社
随想舎
【あ】
現代企画室
新泉社
ほんの木
同時代社 【ま】
ありな書房
皓星社
数学書房
明月堂書店
【な】 捕物出版
あけび書房
現代書館
水声社
アルファベータブックス 合同出版
スタジオタッククリエイティブ
めこん 【ま】
南方新社
梓出版社
現代人文社
随想舎
コスモの本
木犀社
一光社
青灯社
ありな書房
皓星社
数学書房
明月堂書店
【な】
こぶし書房
インパクト出版会
世織書房
【は】
合同出版
アルファベータブックス コモンズ
スタジオタッククリエイティブ
めこん
南方新社
パイインターナショナル 【や】
せりか書房
コスモの本
一光社
青灯社
白澤社
唯学書房 木犀社
【か】
千書房
こぶし書房
インパクト出版会
世織書房
【は】
【さ】
晩成書房
有志舎
海象社
創森社
パイインターナショナル 【や】
コモンズ
せりか書房
桜井書店
ひとなる書房
解放出版社
創土社
彩流社
批評社 白澤社
【ら】
海鳴社
草風館
唯学書房
【か】
千書房
三一書房
風濤社 晩成書房
緑風出版 有志舎
花伝社
【さ】
海象社
創森社
三元社
風媒社 ひとなる書房ロクリン社
雁思社
【た】創土社
桜井書店
解放出版社
自然食通信社
ブロンズ新社
論創社
吉夏社
知泉書館
彩流社
批評社
【ら】
海鳴社
草風館
社会評論社
ぺりかん社
気天舎
筑波書房
三一書房
風濤社
緑風出版
花伝社
出版人
北樹出版
教育史料出版会
柘植書房新社
三元社
風媒社
ロクリン社
雁思社
【た】
松柏社
ポラーノ出版
健学社
道玄坂書房
自然食通信社
ブロンズ新社
論創社
吉夏社
知泉書館
新宿書房
本の泉社
東信堂
健康と良い友だち社

気天舎
教育史料出版会
健学社
健康と良い友だち社

社会評論社
出版人
松柏社
新宿書房
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筑波書房
柘植書房新社
道玄坂書房
東信堂

ぺりかん社
北樹出版
ポラーノ出版
本の泉社
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