
流対協

　　　　　　shuppankyo@neo.nifty.jp

出版協

  ●ほんのひとこと

マイナンバー制度の違法・違憲を訴え続ける 

一般社団法人日本出版者協議会〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B 電話 03-6279-7103●FAX 03-6279-7104

86号（通巻310号）2019年12月 

【あ】

阿吽社

亜紀書房

あけび書房

梓出版社

あっぷる社

アーニ出版

ありな書房

一光社

インパクト出版会

【か】

海象社

凱風社

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

共和国

雲母書房

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

皓星社

合同出版

コスモの本

コモンズ

【さ】

桜井書店

彩流社

三一書房

三元社

三陸書房

時潮社

社会評論社

松柏社

不知火書房

新宿書房

新泉社

水声社

スタジオタッククリエイティブ

青灯社

世織書房

せりか書房

千書房

創森社

創土社

草風館

【た】

大蔵出版

知泉書館

筑波書房

柘植書房新社

同時代社

道玄坂書房

東信堂

東京漫画社

【な】

七つ森書館

南方新社

日本経済評論社

【は】

パイインターナショナル

白澤社

晩成書房

ひとなる書房

批評社

風濤社

風媒社

ブロンズ新社

ぺりかん社

北樹出版

歩行社

ポラーノ出版

本の泉社

ほんの木

【ま】

明月堂書店

めこん

木犀社

【や】

唯学書房

有志舎

【ら】

リベルタ出版

緑風出版

論創社

●会員社一覧 【2017年1月現在●82社】

FAX

ブログ●http://www.shuppankyo.or.jp

　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）

●出版協副会長 成澤壽信
現代人文社

　マイナンバー制度は憲法 13 条が保
障するプライバシー権を侵害するとして、
自分の個人番号の利用差止めや削除な
どを求めた訴訟が東京、名古屋、大阪、
仙台、金沢、新潟、福岡など全国８箇
所で提起されています。９月 26 日、
神奈川県などに住む 230 人が求めた
訴訟の判断が横浜地裁（関口剛弘裁判長）
でありました。マイナンバー制度につ
いての憲法判断としては初めてのもの
でしたが、判決の結論は、制度を合憲
と認めるもので、不当判決でした（控
訴中）。
　私は、この横浜訴訟の原告になって
います。弁護団より、〈事業者はマイ
ナンバー制度をどう受けとめているか〉
について意見陳述してくれとの要請を
受けて、一昨年９月、法廷に立ちました。
　意見陳述の内容は、つぎの２点でした。
①マイナンバー制度による中小零細出
版社の経済的負担、②訴訟の原告になっ
た理由。
　①については、とくに著者との関係
に触れました。
　同法では、事業者には、著者に印税
や原稿料をお支払いした場合、税務署
に提出する書類（「報酬、料金、契約
金及び賞金の支払調書」）に著者の個
人番号を記載することが義務づけられ
ています（現在のところ、税務署はそ
の記入がなくても、書類を受け取って
います）。そのため、事業者は、著者
から個人番号の提示を求める必要があ
ります。その際、本人確認に必要なマ
イナンバーカードのコピーも一緒にい
ただくことになります。
　そして、事業者には、受け取った個
人番号やその関連書類に関して、厳重
な管理（「安全管理措置」）が義務付け
られています。その「安全管理措置」
の内容は、多岐にわたっています。
　たとえば、そうした番号付き情報を
扱う業務担当者を社内で選任し、その
情報を保管する場合はインターネット

に接続していない独立した PC でなけ
ればならないとされています。そのよ
うなことが、小出版社で現実的にでき
るのかということです。
　②の原告になった理由については、
おおよそつぎのように述べました。
　マイナンバー制度を放っておくと、
IT 技術の高度化にともなって、すべ
ての自分自身の社会行動が紐付けされ、
日本社会は超監視社会になってしまう
ことを確信したからです。さらに、現
在は、マイナンバーの利用範囲は、税
と社会保障などに限定されていますが、
この制度を放置しておくと、利活用は
どんどん拡大していき、将来の日本社
会に重大な禍根を残すことになると思っ
たからです。
　とくに、法律関係書籍編集の仕事を
していますので、警察捜査について見
聞きすることがあります。現在の捜査
方法の一つに、被疑者や関係者の携帯
電話の任意提出を求めたり、押収して、
送受信の番号の調査やメール文書の取
出しをしています。
　先日、ある弁護士から、こんなこと
を聞きました。刑事事件の依頼者（被
疑者）の配偶者が別件で逮捕された際、
押収した配偶者の携帯電話から配偶者
が他の人とやりとりしたメール文書を
すべてプリントアウトしていたそうです。
警察は、それを配偶者には許可を得ず
して依頼者（被疑者）に見せたという
ことです。
　内容自体は依頼者の刑事事件には関
わりないことであったが、刑事は「お
れたちはこんなことまで全て知っている」
と、依頼者に圧力をかけてきたそうです。
配偶者の別件は起訴されなかったため、
メール記録は法廷には出て来なかった
ので、問題とすることができなかった
ということです。
　このように、警察は、依頼者やその
関係者の行動記録を無制限に集めてい
ることがわかります。マイナンバー法は、

その９条５で、刑事事件で捜査の目的
のために利用することができるとして
います。
　GPS 捜査最高裁大法廷（2017 年）
判決は、GPS 位置情報はプライバシー
にあたると判断しています。そうであ
れば、マイナンバー制度は、税や社会
保障ばかりでなく、健康や消費行動な
ど社会生活上の全行動を記録する
GPS 装置になる危険性をもっていま
すから、違法、違憲と言わざるをえま
せんと、意見陳述を締め括りました。

　危惧していた利活用の拡大は、もう
はじまっています。政府は行政手続オ
ンライン化をめざすとして利用拡大法

（2019 年５月）を立法化しました。
それによって、マイナンバーカードを
健康保険証として利用可能にすること
や戸籍情報のオンライン化を推し進め
ています。
　健康保険証の「オンライン資格確認」
は、マイナンバーカードに登載されて
いる電子証明機能を利用するもので、
2021 年３月から実施の予定です。医
療機関の受診の際に提示すると、オン
ライン資格確認センターに送信して保
険証の内容を確認するものですが、そ
れだけにとどまらず、政府は、その仕
組みを利用して医療や健康の個人情報
を管理・共有し、さらにはビッグデー
タとして民間会社に使ってもらおうと
意図しています。慎重に取扱いを要す
る個人情報である医療・健康情報を、
本人の同意もなしに目的外利用するのは、
明らかにプライバシーの侵害です。
　マイナンバー制度違憲訴訟の舞台は
控訴審に移っていますが、以上の点も
さらに訴えたいと思います。

＊マイナンバーカードの交付枚数は、
2019 年 11 月１日現在、1823 万
3942 枚、人口が約１億 2744 万人で、
交付率は 14.3％にとどまっています。

消費税増税決定に抗議する（2012 年 8 月 20 日）

　　　　　　　　　　　　　　【1 頁より】

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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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
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▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●青空
真島昌利・文, botchy-botchy・絵
1300円 ／A5 ／48頁 ／上製 4-7684-5874-7
C0071 ／12月中旬
●季刊  福祉労働165号　特集：意思ってなん
だろう－つながりから生まれる経験知へ
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-2365-3
C0330 ／12月中旬
●メキシコ・地人巡礼
小林孝信・著
2200円 ／46 ／248頁 ／上製 4-7684-5869-3
C0036 ／12月下旬

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●インスタントヘルプ！ 10代のための実行機
能トレーニング
－準備が苦手、忘れものが多い、考えがまとま
らない子どもをヘルプするワーク
シャロン・A・ハンセン・著
2400円 ／B5 ／152頁 ／並製 4-7726-1401-6
C3011 ／12月5日
●話し言葉・書き言葉が豊かになるオノマトペ
絵カード
福山憲市・著
3400円 ／80×58 ／200枚 ／カード
4-7726-1407-8  C8037 ／12月下旬
●日中戦争への旅－加害の歴史・被害の歴史
宮内陽子・著
1600円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7726-1413-9
C0021 ／12月下旬

▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp
●有機農業大全, 日本有機農業学会20周年出版
－持続可能な農の技術と思想
澤登早苗、小松崎将一・編著, 日本有機農業学
会・監修
3300円 ／A5 ／332頁 ／並製 4-86187-164-1
C3061 ／12月20日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●フィンランド国民をつくった教育読本
ザカリアス・トペリウス・著, 藤井かおり・訳
6200円 ／46 ／632頁 ／上製 4-7791-2627-7
C0022 ／12月4日
●ニッポンのムカつく旅
カベルナリア吉田・著
1300円 ／46 ／180頁 ／並製 7791-2636-9

C0076 ／12月6日
●初心者にもできる逆張りデイトレードの極意
Rょーへー・著
1360円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2633-8
C0033 ／12月6日
●蘇我王朝の正体
－大王馬子・蝦夷・入鹿を語る
林順治・著
1800円 ／46 ／196頁 ／並製 4-7791-2642-0
C0022 ／12月4日
●画文集  利尻の島の彩り
永田英司・画, 西谷榮治・文, 写真
2000円 ／B5変 ／56頁 ／並製 4-7791-2645-1
C0071 ／12月4日
●美術家・デザイナーになるまで
－いま語られる青春の造形
前田朗・編著
3300円 ／A5 ／371頁 ／並製 4-7791-2634-5
C0070 ／12月10日
●音の深みへ
纐纈雅代・著
2000円 ／46 ／104頁 ／並製 4-7791-2624-6
C0073 ／12月12日
●近代ポーランド史の固有性と普遍性
－跛行するネイション形成
早坂眞理・著
5800円 ／A5 ／498頁 ／上製 4-7791-2644-4
C0023 ／12月12日
●遙かなる「ワカマツ・コロニー」（仮）
海外移住150周年研究プロジェクト・編
4500円 ／A5 ／400頁 ／上製 4-7791-2639-0
C0022 ／12月20日
●ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論 
（仮）
大石泰彦・編著
2600円 ／A5 ／260頁 ／並製 4-7791-2625-3
C0036 ／12月24日
●ロマン主義と現代批評（仮）
ポール・ド・マン・著
5000円 ／46 ／400頁 ／上製 4-7791-2638-3
C0098 ／12月23日
●テンバガー超有力銘柄ベスト20＆注目銘柄
50
朝香友博・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7791-2646-8
C0033 ／12月20日
●学んでこそ、人生（仮）
愈勝濬・著, 申景浩・編訳
2000円 ／46 ／224頁 ／上製 4-7791-2653-6 
C0023 ／12月23日

▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●合併の代償
－日産全金プリンス労組の闘いの軌跡
伊原亮司・著
3800円 ／A5 ／374頁 ／上製 4-905261-44-5
C0036 ／12月20日

▼創森社／03-5228-2410	
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●野菜づくりの知恵袋

板木利隆・著
1400円 ／46 ／212頁 ／並製 4-88340-338-7
C0061 ／12月10日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●今日に生きる「農家生活リズム」
森川辰夫・著
1000円 ／A5 ／88頁 ／並製 4-8119-0566-2
C3061 ／12月19日
●加工食品輸出の戦略的課題, 日本農業市場学
会研究叢書20
福田晋・編著
3000円 ／A5 ／292頁 ／並製 4-8119-0563-1
C3061 ／12月27日
●食料・農業・農村の政策課題
田代洋一ほか・編
3000円 ／A5 ／323頁 ／上製 4-8119-0565-5
C3061 ／12月27日
●新自由主義グローバリズムと家族農業経営
村田武ほか・編
3000円 ／A5 ／300頁 ／上製 4-8119-0564-8
C3061 ／12月27日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●居住福祉研究28－現在の居住人権
日本居住福祉学会・編
1000円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7989-1604-0 
C3036  ／12月初旬
●学長リーダーシップの条件
両角亜希子・編著
2600円 ／A5 ／216 頁 ／並製 4-7989-1607-1
C3037 ／12月初旬
●弁証法の美学
Th.リット・著, 小笠原道雄、山名淳・編纂, 訳
1800円 ／A5 ／112 頁 ／並製 4-7989-1589-0
C1030 ／12月中旬

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●昆虫の図鑑－路傍の基本1000種
福田晴夫、山下秋厚ほか・著
1800円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-86124-411-7
C0645 ／12月1日
●奄美の復帰運動と保健福祉的地域再生
田畑洋一・編著
3500円 ／A5 ／310頁 ／並製 4-86124-416-2 
C0030 ／12月下旬

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●ジジイの言い分
松崎菊也・著, 渡辺広之・マンガ
1600円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7807-1953-6
C0036 ／12月下旬
●ドイツ史学徒が歩んだ戦後と忘れえぬ人びと
望田幸男・著
1500円 ／46 ／216頁 ／並製 4-7807-1954-3
C0020 ／12月下旬

02—新刊選1912／86号（通巻310号）

▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協  12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「19年12月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「12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。



●市民参加の平和都市づくり
田辺勝義・著
1200円 ／46 ／144頁 ／並製 4-7807-1955-0
C0036 ／12月下旬
●理科教室  2020年1月号（No.781）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1545-3
C0340 ／12月20日
●作文と教育  2020年1月号
日本作文の会・編
828円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1732-7
C0337 ／12月20日
●日本の科学者1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 4-7807-1355-8
C0336 ／12月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●反原発運動四十五年史
西尾漠・著
2500円 ／46 ／324頁 ／上製 4-8461-1921-8
C0036 ／12月17日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●ドクター・ホフマンのサナトリウム
－カフカ第4の長編
ケラリーノ・サンドロヴィッチ・著
2200円 ／46 ／392頁 ／上製 4-8460-1889-4
C0074 ／12月3日
●マリアさま
伊藤龍也・著
1200円 ／A5 ／104頁 ／並製 4-8460-1880-1
C0016 ／12月9日
●腰痛のサイン・鈍重感を見逃すな！
－腰のケアの基本
内田泰彦、黒柳律雄・著
1500円 ／46 ／176頁 ／並製 4-8460-1867-2
C0047 ／12月9日
●陰謀の島, 論創海外ミステリ244
マイケル・イネス・著, 福森典子・訳
3200円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-8460-1868-9
C0097 ／12月9日
●大衆文化のなかの虫たち－文化昆虫学入門
保科英人、宮ノ下明大・著
2500円 ／A5 ／320頁 ／上製 4-8460-1891-7
C0045 ／12月中旬
●ある日、ぼくらは夢の中で出会う, 高橋いさ
を theater book1
高橋いさを・著
2000円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-8460-1874-0
C0074 ／12月18日
●猿飛佐助, 立川文庫セレクション
雪花山人・著
1800円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-1878-8
C0093 ／12月中旬
●ある醜聞, 論創海外ミステリ245
ベルトン・コッブ・著, 菱山美穂・訳
2000円 ／46 ／216頁 ／上製 4-8460-1875-7
C0097 ／12月25日
●改訂新版  真夜中のミステリー読本
藤原宰太郎、藤原遊子・著

1800円 ／46 ／208頁 ／並製 4-8460-1886-3
C0095 ／12月27日
●カツベンっておもしろい！
－現代に生きるエンターテインメント「活弁」
佐々木亜希子・著
1800円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-1893-1
C0074 ／12月27日

─11月に出た本

▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●みんな寂しいのです
－わたしの介護現場ノート
黒梅明・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87154-172-5
C3036 ／11月1日
●やさぐれ人生奮戦記
－続・リストラ中年奮戦記
高木喜久雄・著
2200円 ／46 ／384頁 ／上製 4-87154-173-2
C0095 ／11月6日
●月刊  数学教室  12月号（No.890）
－特集／この授業プランで3学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製 
4910-14229-129-6 ／11月5日
●隔月刊  社会保障  冬号（No.487）
－特集／「全世代型社会保障」のウソ
中央社会保障推進協議会・編
463円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-487-0
C3036 ／11月20日

▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●「倭国」の誕生－崇神王朝論
仲島岳・著
2000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-87525-347-1
C0021 ／11月20日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●シモーヌ（Les Simones）VOL.1
雑誌感覚で読めるフェミニズム入門ブック
シモーヌ編集部・編
1300円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-7684-9101-0
C0036 ／11月6日
●南極の火山  エレバスに魅せられて
神沼克伊・著
1800円 ／46変 ／196頁 ／並製
4-7684-5870-9  C0040 ／11月6日
●下手くそやけどなんとか生きてるねん。
－薬物・アルコール依存症からのリカバリー
渡邊洋次郎・著
1800円 ／46 ／232頁 ／並製 4-7684-5871-6 
C0036 ／11月8日
●#KuToo（クートゥー）
－靴から考える本気のフェミニズム
石川優実・著
1300円 ／46変 ／224頁 ／並製
4-7684-5868-6  C0036 ／11月13日

▼合同出版／03-3294-3509	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●命のものさし
－動物の命・人間の命・わたしの命
今西乃子・著
1500円 ／A5 ／168頁 ／上製 4-7726-1399-6
C8095 ／11月10日
●まんがでわかる 発達障害の人のためのお仕事
スキル－たのしく働くためのヒント&セルフア
ドボカシー
鈴木慶太・監修
2200円 ／B5変 ／192頁 ／並製
4-7726-1398-9  C2036 ／11月30日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com/
●鋤柄三河入道（三河守）と七百年に亘るその
子孫たち
鋤柄勝男・著
5400円 ／A5 ／376頁 ／上製 4-7791-2637-6 
C0022 ／11月6日
●2000勝投手はこうして誕生した
佐山和夫・著
2500円 ／A5 ／235頁 ／並製 4-7791-2623-9
C0075 ／11月12日
●中央駅
キム・ヘジン・著
1500円 ／46 ／303頁 ／並製 4-7791-2611-6
C0097 ／11月12日
●ボミューニュの男
ジャン・ジオノ・著
3000円 ／46 ／233頁 ／並製 4-7791-2632-1
C0097 ／11月18日
●MBAでは教えてくれないリーダーにとって一
番大切なこと
森田晴彦・著
1600円 ／46 ／180頁 ／並製 4-7791-2601-7
C0034 ／11月26日
●紀行  辺境の旅人
立野正裕・著
3500円 ／46 ／371頁 ／並製 4-7791-2631-4
C0022 ／11月26日

▼創森社／03-5228-2410	
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●新しい小農－その歩み・営み・強み
小農学会・編著、萬田正治, 山下惣一・監修
2000円 ／A5 ／188頁 ／並製 4-88340-337-0
C0061 ／11月6日

▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●共販組織とボトムアップ型産地技術マネジメ
ント
林芙俊・著
2500円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-8119-0562-4
C3061 ／11月1日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com

12月に出る本／出版協BOOKS
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●生活という視点から労働世界を見直す
日本労働社会学会年報30号
日本労働社会学会・編
2500 円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7989-1602-6
C3036  ／11月15日
●政治主導による教育制度改革を問う
教育制度学研究26
日本教育制度学会・編
2600円 ／A5 ／296頁 ／並製 4-7989-1603-3
C3037 ／11月15日
●社会科教育の未来
西村公孝、梅津正美、伊藤直之、井上奈穂・編
著
2800円 ／A5 ／272頁 ／上製 4-7989-1582-1
C3037 ／11月15日
●成瀬仁蔵の帰一思想と女子高等教育
－比較教育文化史的研究
大森秀子・著
3200円 ／A5 ／296頁 ／上製 4-7989-1592-0
C3037 ／11月30日

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●あて字の素性－常用漢字表「付表」の辞典
田島優・著
1700円 ／46 ／214頁 ／並製 4-8331-2105-7
C0081 ／11月20日

▼本の泉社／03-5800-5353	
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●雨霽れよかし
工藤勢津子・著
2728円 ／46 ／360頁 ／上製 4-7807-1946-8
C0093 ／11月4日
●藤田観龍 写真報道 50年の軌跡
藤田観龍・著
3636円 ／A4横 ／288頁 ／上製
4-7807-1947-5  C0072 ／11月8日
●人文科学の擁護
村瀬裕也・著
3000円 ／A5 ／392頁 ／上製 4-7807-1950-5
C0010 ／11月29日
●治安体制の現代史と小林多喜二
“本の泉社”転換期から学ぶ歴史書シリーズ
荻野富士夫・著
2000円 ／46 ／232頁 ／並製 4-7807-1951-2
C0021 ／11月27日
●玉手箱  母のノート父のコンパス
三橋陽子・著
1300円 ／46 ／128頁 ／上製 4-7807-1952-9
C0023 ／11月27日
●天空の甕
田中山五郎・著
1400円 ／46 ／152頁 ／上製 4-7807-1949-9
C0093 ／11月22日
●理科教室  2019年12月号（No.780）vol.62
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1544-6
C9340 ／11月20日

●作文と教育  2019年11・12月合併号
日本作文の会・編
891円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7807-1731-0
C9337 ／11月20日
●日本の科学者12月号  vol.54
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1354-1
C9336 ／11月20日
●労働総研クォータリー
2019年秋・冬合併号  No.115
労働運動総合研究所・著
2400円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1884-3
C0336 ／11月30日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●原発のない未来が見えてきた
反原発運動全国連絡会・編
1200円 ／46 ／136頁 ／並製 4-8461-1919-5
C0031 ／11月13日
●イージス・アショアの争点
－隠された真相を探る
荻野晃也、前田哲男、纐纈厚ほか・著
2000円 ／46 ／200頁 ／並製 4-8461-1920-1
C0031 ／11月20日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●伊豆こそわが人生
菅卓二・著
1800円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-1859-7 
C0095 ／11月15日
●ルドルフ・ディットリヒ物語
平澤博子・著
2400円 ／46 ／216頁 ／上製 4-8460-1860-3 
C0073 ／11月15日
●星降る夜、アルル
織江耕太郎・著
1700円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-1888-7
C0093 ／11月15日
●生きたまま生まれ変わる
齋藤佳子・著
1800円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-1877-1
C0030 ／11月24日
●至妙の殺人, 論創海外ミステリ
L・J・ビーストンほか・著
3000円 ／46 ／360頁 ／上製 4-8460-1834-4
C0097 ／11月25日
●バービカンの秘密, 論創海外ミステリ
J・S・フレッチャー・著
3600円 ／A5 ／432頁 ／上製 4-8460-1871-9
C0097 ／11月25日
●笑いのシャワー
江口正子・著
1000円 ／B6変 ／112頁 ／並製
4-8460-1881-8  C0092 ／11月25日

12月に出る本／出版協BOOKS

04—新刊選1912／86号（通巻310号）

▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協  12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「19年12月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「12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。


