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●ほんのひとこと

台湾の書店をちょっとだけのぞいてみた
●出版協理事

新 孝一
社会評論社

先日台湾に行ってきた。仕事とは関
係なく、2 年に一度古くからの友人た
ちと一緒に旅行をしている、今回それ
がたまたま台湾だったということ。な
んとか仕事の都合がついたので、無理
を言って早めの夏休みにさせてもらった。
台湾にはこれまで数回行ってはいるが、
前回行ったのはもう 15 年も近く前。
前々回はさらにその 10 年以上前のこと。
表面的な印象でしかないけれど、街の
様子も、行き交う人たちの様子もずい
ぶん変わったように思えて当然だろう。
前回同様、台北の書店を半日かけて
回ってみた。限られた時間なので、ほ
んとうにたった数軒見ることができた
だけ。
台湾の書店といえば、いまは東京日
本橋にも出店するという誠品書店（誠
品生活）だろう。前回行った時にも誠
品書店はあったけれど、今のように大
規模展開はまだしていなかったはず。
「アート系の本屋さん」というイメー
ジで、前回は当時の本店にも行かず、
どこかの駅ナカ（？）の小さな誠品書
店にだけ寄った。
しかし今回は見ておかなければと思っ
て、本店である「信義旗艦店」に行っ
てみた。敷地 3000 坪、100 万冊の
蔵書量だという。休みの日だったせい
もあるのか、たくさんの人で賑わって
いる。台湾では「座り読み」が普通の
ようで、何か所かに置いてある大きな
ソファに腰掛けて本に読みふける人た
ちでいっぱい。それどころか、ソファ
に座りきれない客が、直接床に座り込
んで、あちこちで本を開いている。台
湾関係の歴史書や文学書も専門の棚に
ずらりと並んでおり、日本で言えば嫌
中本に属するような本も平積みになっ
ている。台湾から見える中国の存在を
考えれば、切実なのかもしれない。
前回主に歩いたのは、台北駅にほど
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近い、重慶南路という場所にある書店
街だった。最盛期には 200 もの書店
が軒を連ねていた場所で、2005 年当
時はそれほどではなかったが、やはり
大きな書店が何軒も並んでいた。しかし、
今回、旅行前にいろいろイン ターネッ
トで検索をしていて、この地域はすっ
かり様変わりしてしまって、大きなホ
テルや飲食店が並ぶ街となり、いまや
書店の数は 10 に満たないと知った。
ランドマーク的存在だった臺灣商務印
書館はとうに移転し、日本統治時代の
建物に入居していた金石堂城中店も、
昨年 6 月で閉店してしまったという。
書店街の衰退は、ネット書店の拡大と
読書人口の減少という、いずこも同じ
事情が背景としてあるようだ。
一方で、台湾大学周辺の温州街、公
館一帯が、いま新たな書店街として発
展しつつある、という別の記事を見つ
けた。「唐山書店の創業者陳隆昊は、
『ネット書店の興隆に直面して、専門
的で特色のある書店だけが生きのびら
れる』と指摘する。重慶南路の書店の
多くは総合型書店で競争力に欠けるので、
金石堂の閉店は意外ではない。重慶南
路の書店街は消滅しても、『台湾大学
附近の温羅汀〔温州街、羅斯福（ルー
ズベルト）路、汀州路が交わる地域〕
書店街は依然活力に満ち、ここ二年間
に新しく多くの二手（セカンドハンズ）
書店も開店した……。主として専門的
あるいは特色ある書店で、選書に特徴
があり、ネット書店に対してなお優位
だ』」（「自由時報」電子版）。
さらに検索していると、この地域の
書店を紹介している記事がいくつか出
てきた。実は、唐山書店など台湾の独
立書店は、近年日本でも注目されてい
るらしいことを、今回初めて知った次
第だ。それらを頼りに、今回はこの地
域をちょっと歩いてみることにした。

商店街と言うより、緑の多い住宅街
のなかに、こぎれいな新刊書店や、雰
囲気のよい二手書店がぽつぽつとある。
ブックカフェらしき店も点在。日曜日
だったせいか、残念ながら閉まってい
る店が多かったが、「唐山書店」は開
いていた。地下を降りていく階段には、
両側の壁や天井にまで、いろいろな文
化イベントや雑誌などの案内、政治的
なポスターが貼られている。書店その
ものはまるで飾り気のない倉庫のよう
な空間だが、なかなかハードな人文・
社会系の本で全体が埋め尽くされていた。
ため息が出た。こんなに広くはなかっ
たけれど、いまはなき吉祥寺東急裏の
ウニタ書店が、ロケーション的にもこ
んな感じだったかな。「唐山書店」の
近くにはフェミニズム専門の、その名
も「女書店」。書店の片隅では、数人
で読書会らしきものをやっていた。
これら独立書店の動きには、言うま
でもなく台湾の社会・文化運動の蓄積
がある。唐山書店で買ったアート＋ポ
リティクス系の雑誌の特集は「歴史就
是未来」（歴史こそ未来）。若い世代の
表現者や研究者、アクティヴィストに
よる戒厳令時代の「白色テロ」などの
歴史記憶再構成の試みが紹介されていた。
思わず、過去と現在が切断され、いま
だに「台湾は親日国」などという言説
が幅をきかせているこの日本の状況と
引き比べてみる。
帰ってきてから知ったことだが、こ
の一帯こそ、台北帝国大学の創設にと
もなって開発された旧「昭和町」であっ
た。緑の多い落ち着いた街の風情も、
植民者たちの好みが作りだしたもので
あったという側面もあるならば、ただ
たんに、そこに身をゆだねていればい
いだけではないはずなのだが。
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C0310 ／ 7 月中旬
●やるきスイッチをON！
実行機能をアップす 1850円
／A5 ／200頁／4-7807-1936-9
●分かち合う農業ＣＳＡ－日欧米の取り組みから
●どうして、もっと怒らないの？－ 生きづらい「い C0037
る37のワーク
波夛野豪、唐崎卓也・編著
／8月23日
ま」を生き延びる術は障害者運動が教えてくれる
2200 円 ／ A5 ／ 280 頁 ／並製 4-88340-335-6
高山恵子・著
●津波死ゼロの日本を－被災地の復興に学び
荒井裕樹・
C0061 ／ 7 月 24 日
1800円
／B5著／128頁 ／並製 4-7726-1375-0
岩渕孝・著
予価 1800
円 ／ A5 ／ 192 頁 ／並製 4-7684- 2000円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7807-1935-2
C0037
／8月下旬
3572-4 C0036 ／ 7 月中旬
▼筑波書房／
03-3235-5949
ISBN は冒頭の「978-」を
-」を
ISBNは冒頭の「978
●摂食障害の子どもたち
第9巻
C0036
／8月23日
●ひとりが要介護になるとき。
（仮題）－単身老後に ●日本の科学者9月号
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
省略して掲載しています
省略して掲載しています
－家庭・学校・医療のチームで支える
vol.54
「在宅介護」は大丈夫ですか！？
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
髙宮靜男・著
JOURNAL
OF JAPANESE SCIENTISTS
山口道宏・
●フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化
1500円
／A5編著
／160頁 ／並製 4-7726-1396-5
日本科学者会議・編
予価 1700
円 ／ 46 ／ 164 頁 ／上製 4-7684- 741円
－日本農業市場学会研究叢書、食品寄付の海外動向
── 7 月に出た本
▼解放出版社／06-6581-8552
C0037
／8月下旬
／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1351-0
3573-1 C0036 ／７月下旬
と日本における課題
hanbai@kaihou-s.com
C9336
／8月20日
小林富雄・編著
, 野見山敏雄・編著
▼あけび書房／ 03-3234-2609
http://www.kaihou-s.com
▼コモンズ／03-6295-9618
●理科教室
2019年9月号（No.777）vol.62
▼皓星社 /03-6272-9921
3000
円
／
A5
／ 270 頁 ／並製 4-8119-0557-0
akebi@s.email.ne.jp
●韓国歴史ドラマの再発見
info@commonsonline.co.jp
科学教育研究協議会・編
info@libro-koseisha.co.jp
C3033 ／ 7 月 9 日
http://www.akebi.co.jp
－可視化される身分と白丁
http://www.commonsonline.co.jp/
926円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1541-5
http://www.libro-koseisha.co.jp
●テニアン－太平洋から日本を見つめ続ける村
朝治武・著
●日本の水道をどうする！？
C9340 ／8月20日
●歌誌 月光 59 号
▼東信堂／ 03-3818-5514
吉永直登・著
2800円 ／46 ／356頁 ／並製 4-7592-6341-1
－民営化か公共の再生か
●作文と教育 2019年9月号
tk203444@fsinet.or.jp
1800 円 ／ 46 ／ 256 頁 ／並製 4-87154-168-8 福島 泰樹・主宰
C0022 ／8月8日
内田聖子・編著
日本作文の会・編
1000 円 ／Ａ５ ／ 92 頁 ／並製 4-7744-0683-1 http://www.toshindo-pub.com
C0021 ／ 7 月 6 日
1700円 ／46 ／252頁 ／並製 4-86187-159-7
844円 ／B5 ／64頁／並製 4-7807-1729-7
Ｃ 0092 ／ 7 月 5 日
●幼児教育系学生のための日本語表現法－保育実践
●詩人・萩原朔太郎の横恋慕
▼海鳴社／03-3234-3643
C0036 ／8月5日
C9337 ／8月20日
力の基礎をつくる初年次教育
大野富次・著
info@kaimeisha.com
●天皇制と歴史学－史学史的分析から
森下稔・監修 , 久保田英助・大岡紀理子・編著
1500 円 ／ 46 ／ 186 頁 ／並製 4-87154-170-1 ▼合同出版／ 03-3294-3509
●ウンチ学博士のうんちく
▼三一書房／03-6268-9754
“本の泉社” 転換期から学ぶ歴史書シリーズ
eigyo@godo-shuppan.co.jp
1500 円 ／ A5 ／ 168 頁 ／並製 4-7989-1561-6
C0095 ／ 7 月 24 日
長谷川政美・著
info@31shobo.com
宮地正人・著
http://www.godo-shuppan.co.jp/
C3037 ／ 7 月上旬
●ＢＣＧと人体実験－その真相を究明する
2000円 ／46 ／256頁+口絵8頁 ／並製
http://31shobo.com/
／A5 ／320頁
●少年犯罪はどのように裁かれるのか－成人犯罪へ 2500円
●コミュニティ政策
17／並製
－特集4-7807-1932-1
コミュニティの多
美馬聰昭・著
4-87525-346-4
C1047
／8月28日
●植民地下の暮らしの記憶
C0021
／8月17日
義性とコミュニティ政策
2000 円 ／ 46 ／ 264 頁 ／並製 4-87154-169-5 の道をたどらせないために
－農家に生まれ育った崔命蘭さんの半生
須藤明・著 1600 円 ／ 46 ／ 184 頁 ／並製 4- ●命を体感する授業づくり
コミュニティ学会・編
C3036 ／ 7 月 24 日
▼共和国／
042-420-9997
－体（からだ）を観察する『動物の解剖（観
7726-1378-1 Ｃ 0036 ／ 7 月下旬
2000 円 ／ A5 ／ 200 頁 ／並製 4-7989-1574-6
●月刊 数学教室
8 月号（No.806）－特集／この授 永津悦子・著
naovalis@gmail.com
2000円
／46 ／108頁 ／上製 4-380-19006-3
察）マニュアルと図鑑』
●イラスト版子どもの発達サポートヨガ－気持ちを
C3036 ／ 7 月上旬
業で２学期を楽しく
http://www.ed-republica.com
C0036
／8月中旬
渡辺採朗・著
整え集中力を高める呼吸とポーズ
●地域のガバナンスと自治－平等参加・伝統主義を
数学教育協議会・編
●薔薇色のアパリシオン－冨士原清一詩文集成
741円
／B5 ／76頁 ／4-7807-1938-3 C0045
太田千瑞・著
1
めぐる宝塚市民活動の葛藤
1000 円 ／ B5 ／ 80 頁 ／並製 4910-14229冨士原清一・著,
▼東信堂／03-3818-5514
700 円 ／ B5 ／ 120 頁 ／並製 4-7726-1394-1 ／8月17日
田中義岳・著
089-3 ／ 7 月 5京谷裕彰・編
日
6000円 ／菊変 ／296頁 ／上製
tk203444@fsinet.or.jp
●村に立つ教育－佐渡の僻村が挑んだ「村を育
Ｃ 0037 ／ 7 月下旬
3400 円 ／ A5 ／ 288 頁 ／並製 4-7989-1565-4
4-907986-48-3
／8月26日
http://www.toshindo-pub.com
●ウーマン・イン・バトル－自由・平等・シスターフッド！ てる学びの共同体」の創造
C3036 ／ 7 月上旬
▼解放出版社／ C0392
06-6581-8552
マルタ・ブレーン・著
●大学史研究27号
知本康悟・著
hanbai@kaihou-s.com
1600 円 ／ B5 ／ 64 頁 ／並製 4-7726-1395-8 2000円
▼現代書館／03-3262-5906
大学史研究会・編
／46 ／264頁
／並製 4-7807-1937-6
▼南方新社／
099-248-5457
http://www.kaihou-s.com
Ｃ 0036
／ 7／232頁
月下旬 ／並製
info@nanpou.com
http://www.gendaishokan.co.jp
2300円
／A5
C0037
／8月5日
●部落差別解消推進法を学ぶ
http://www.nanpou.com/
奥田均・著
●秋田藩－シリーズ藩物語
4-7989-1580-7 ／8月下旬
●労働総研クォータリー
2019年夏季号
▼三一書房／ 創刊号
03-6268-9754
●由緒ある田の神石像の数々
1600 円 ／ A5 ／ 200 頁 ／並製 4-7592-3028-4 ●ひとおもい
渡辺英夫・著
No.114
info@31shobo.com
八木幸夫・著
C0036
／ 7 月／208頁
16 日
1600円
／A5変
／並製
木田直人、鈴木泉、乘立雄輝、松永澄夫
編
労働運動総合研究所・編
http://31shobo.com/
1800 円
／ A5
／ 152
頁 ／並製 , オールカラー 4●格差と不平等を乗り越える－教育事始
4-7684-7154-8
C032 ／8月上旬
2500円
／A5 ／288頁 ／並製
1200円
／B5
／72頁
／4-7807-1883-6
●遺言－「樺太帰還在日韓国人会」会長、李羲八が
86124-403-2
外川正明・著
●どうして、もっと怒らないの？
4-7989-1581-4
／8月下旬
C9336
／8月1日C0039 ／ 7 月上旬
伝えたいこと
●琉球弧・植物図鑑
1600 円 ／ 46 ／ 256 頁 ／並製 4-7592-2040-7 ●比較教育学研究59
－生きづらい「いま」を生き延びる術は障害者
長澤秀・著
片野田逸朗・著
C0037
／
7
月
16
日
運動が教えてくれる
日本比較教育学会・編
▼緑風出版／03-3812-7262
2800
円
／
46
／
320
頁
／並製
4-380-19005-6
3800 円 ／ A5 ／ 308 頁 ／並製 , オールカラー 4●ネット暴発する部落差別－部落差別解消推進法の
荒井裕樹・著
1800円 ／A5 ／229頁 ／並製
takasu@ryokufu.com
C0036
／
7
月下旬
86124-405-6
C0645 ／ 7 月上旬
理念を具体化せよ
1700円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7684-3572-4
4-7989-1584-5 ／8月下旬
http://www.ryokufu.com/
北口末広・著
C0036
／8月上旬
●袖が語れば
▼不知火書房／ 092-791-7161
▼ポラーノ出版／ 042-860-2029
1600 円 ／ 46 ／ 192 頁 ／並製 4-7592-0120-8 ▼南方新社／099-248-5457
●ふたりぱぱ－ゲイカップル、代理母出産（サ
竹原あき子・著
●検証温暖化－[ 環境問題を考える ] ５ ,20 世紀の温 mail@polanopublishing.com
C0036
／
7
月
16
日
ロガシー）の旅に出る
info@nanpou.com
3600円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-8461-1912-6
暖化の実情を探る
●死とともに生きることを学ぶ－死すべきものたち
みっつん・著
http://www.nanpou.com/
C0070／8月下旬
近藤邦明・著
の哲学
▼現代書館／ 03-3262-5906
1700円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-7684-5862-4
●古閑章著作集 第一巻－小説１短篇集「子供の
2500 円 ／ A5 ／ 270 頁 ／並製 4-88345-123-4 竹之内裕文 著
http://www.gendaishokan.co.jp
C0036 ／8月中旬
世界─昭和四十年代記─」
▼論創社／03-3264-5232
C0330 ／ 7 月 10 日
1850 円／ 46 ／ 328 頁／並製 4-908765-22-3
●三河吉田藩－シリーズ藩物語
古閑章・著
ronsosya@hanmoto.com
C0036 ／７月 16 日
久住祐一郎・著
▼合同出版／03-3294-3509
1500円 ／A5 ／229頁 ／並製 4-86124-404-9
●黙示録論 ほか三篇
●スピリチュアルな痛み－薬物や手術でとれない苦痛・
1600 円 ／ A5 変型 ／ 208 頁 ／並製 4-7684- ▼数学書房／ 03-5281-1778
eigyo@godo-shuppan.co.jp
C0093
／8月上旬
D・H・ロレンス・著, 井伊順彦・訳
mathmath@sugakushobo.co.jp
叫びへのケア 改訂版
7153-1 C0321 ／ 7 月中旬
http://www.godo-shuppan.co.jp/
2500円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-1857-3
ウァルデマール・キッペス 著
●【増補改訂版】
「歓喜に寄せて」の物語－シラーと http://www.sugakushobo.jp
●イラスト版 子どもの発達サポートヨガ
▼本の泉社／03-5800-5353
C0098／
8月3日
●対称空間今昔譚
2100 円 ／ A5 ／ 186 頁 ／並製 4-908765-18-6
ベートーヴェンの『第九』
－気持ちを整え集中力を高める呼吸とポーズ
mail@honnoizumi.co.jp
●半径50メートルの世界
堀田良之・著
C3047 ／７月 22 日
矢羽々崇・ 著
太田千瑞・著
4300 円 ／ A5 ／ 240 頁 ／並製 4-903342-89-4 岡田薫・著
3000 円 ／ 46 ／ 400 頁 ／上製 4-7684-5848-8 http://honnoizumi.co.jp/
1700円
／B5
●リーマン危機10年後の世界経済とアベノミク
1800円
／46 ／256頁
／並製 4-8460-1852-8
C3041 ／ 7 月 25 日
▼本の泉社／
03-5800-5353
C0098
／ 7／120頁
月中旬 ／並製 4-7726-1394-1
C0037
／8月下旬
ス
C0095
／8月3日
mail@honnoizumi.co.jp
●どうすれば戦争はなくなるのか－カント『永遠平和
●子どもの吃音サポートガイド－アセスメント
●眺海の館－論創海外ミステリ
▼創森社／ 03-5228-2410
http://honnoizumi.co.jp/
のために』を読み直す,シリーズ「いま読む！ 名著」 工藤晃・著
と合理的配慮のための54の手引き
1112円
／A4 ／128頁 ／並製 4-7807-1939-0
ロバート・ルイス・スティーヴンソン・著
hanbai@soshinsha-pub.com
●〈歴史小説〉前方後円墳の謎を解く
寺田俊郎・ 著
小林宏明・著
／8月23日
井伊順彦・編訳
http://www.soshinsha-pub.com
角田彰男・著
2200 円 ／ 46 ／ 216 頁 ／上製 4-7684-1016-5 C0033
2,200円 ／B5 ／136頁 ／並製 4-7726-1393-4
●黒板アート 南房総の200日		
3000円 ／46 ／312頁 ／上製 4-8460-1833-7
C0037 ／8月下旬
上野広祐・著
C0097 ／8月3日

「総額表示」はしていません
「総額表示」はしていません
価格は「本体価格」で表示
価格は「本体価格」で表示
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8月に出る本／出版協BOOKS
●ラ・メ湖のヴァイオリン弾き
川崎奈月・訳
2400円 ／A5変 ／224頁 ／上製
4-8460-1808-5 C0097 ／8月9日
●鮎川哲也探偵小説選Ⅲ－論創ミステリ叢書
鮎川哲也・著, 日下三蔵・編
4000円 ／A5 ／384頁 ／上製 4-8460-1818-4
C0093 ／8月9日
●留学生の日本就職ガイド2021
南雲智、寺石雅英・編著
1600円 ／新書 ／260頁 ／並製
4-8460-1864-1 C0060 ／8月19日
●ブリトン人の歴史－中世ラテン年代記
伝ネンニウス・著, 瀬谷幸男・訳
3000円 ／46 ／128頁 ／上製 4-8460-1861-0
C0098 ／8月29日
●文書・証言による日本軍「慰安婦」強制連行
世宗大学独島総合研究所、保坂祐二・編
2500円 ／A5 ／276頁 ／並製 4-8460-1813-9
C0021 ／8月29日

─7月に出た本
▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●テニアン－太平洋から日本を見つめ続ける村
吉永直登・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-87154-168-8
C0021 ／7月6日
●詩人・萩原朔太郎の横恋慕
大野富次・著
1500円 ／46 ／186頁 ／並製 4-87154-170-1
C0095 ／7月24日
●BCGと人体実験－その真相を究明する
美馬聰昭・著
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-87154-169-5
C3036 ／7月24日
●月刊 数学教室 8月号（No.806）
－特集／この授業で２学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-089-3 ／7月5日
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●部落差別解消推進法を学ぶ
奥田均・著
1600円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7592-3028-4
C0036 ／7月16日
●格差と不平等を乗り越える－教育事始
外川正明・著
1600円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7592-2040-7
C0037 ／7月16日
●ネット暴発する部落差別
－部落差別解消推進法の理念を具体化せよ
北口末広・著
1600円 ／46 ／192頁 ／並製 4-7592-0120-8
C0036 ／7月16日
●人種差別に終止符を。－2018年国連の日本
審査とNGOの取り組み, 現代世界と人権
反差別国際運動・編
2000円 ／A5 ／296頁 ／並製 7592-6473-9

C0336 ／7月16日
●父さんはどうしてヒトラーに投票したの？
ディディエ・デニンクス・文
PEF・絵, 湯川順夫・翻訳
1800円 ／B5変 ／48頁 ／上製 7592-2276-0
C8797 ／7月23日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●三河吉田藩－シリーズ藩物語
久住祐一郎・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7153-1 C0321 ／7月6日
●改訂版 「歓喜に寄せて」の物語
－シラーとベートーヴェンの『第九』
矢羽々崇・著
3000円 ／46 ／400頁 ／上製 4-7684-5848-8
C0073 ／7月12日
●どうすれば戦争はなくなるのか
－カント『永遠平和のために』を読み直す
シリーズ「いま読む！ 名著」
寺田俊郎・著
2200円 ／46 ／224頁 ／上製 4-7684-1016-5
C0310 ／7月16日
●ドキュメント ひとりが要介護になるとき。
－単身老後に「在宅」は大丈夫ですか！？
山口道宏・編著
1700円 ／46 ／164頁 ／上製 4-7684-3573-1
C0036 ／7月27日
▼皓星社/03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●歌誌 月光 59号
福島泰樹・主宰
1000円 ／A5 ／92頁 ／並製 4-7744-0683-1
C0092 ／7月5日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp/
●少年犯罪はどのように裁かれるのか
－成人犯罪への道をたどらせないために
須藤明・著
1600円 ／46 ／184頁 ／並製 4-7726-1378-1
C0036 ／7月8日
●ウーマン・イン・バトル
－自由・平等・シスターフッド！
マルタ・ブレーン・著
1600円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7726-1395-8
C0036 ／7月12日
●発達が気になる子への水泳の教え方
―スモールステップでみるみる泳げる！
酒井泰葉・著, 植田敏郎・監修
2200円 ／B5 ／127頁 ／並製 4-7726-1390-3
C0075 ／7月15日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com/
●越境する音楽家たちの対話
関口義人・著
2500円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2582-9
C0073 ／7月3日
●ケベック詩選集
03—新刊選1908／82号（通巻306号）

立花英裕、真田桂子・編訳
後藤美和子、佐々木菜緒・訳
3200円 ／46 ／ 325頁 ／上製 4-7791-2572-0
C0098 ／7月5日
●ジェイン・オースティン 家族の記録
ディアドリ・ル・フェイ・著
内田能嗣、惣谷美智子・監訳
5800円 ／A5 ／592頁 ／上製 4-7791-2505-8
C0098 ／7月5日
●鼻持ちならぬバシントン
サキ・著, 花輪涼子・訳
2200円／46 ／ 240頁 ／上製 4-7791-2595-9
C0097 ／7月11日
●縄文海進と子母口貝塚－かわさき市民アカデ
ミー, 川崎学双書シリーズ
松島義章、村田文夫(著)
700円 ／A5 ／93頁 ／並製 4-7791-5070-8
C0321 ／7月12日
●睡蓮みどり写真集 BAD MOOD
睡蓮みどり・著, 石黒健治・写真
4600円 ／A4 ／144頁 ／並製 4-7791-2605-5
C0072 ／7月24日
●走れ！ 北斗星 銀河
松尾定行・著
1800円 ／46 ／221頁 ／並製 4-7791-2602-4
C0026 ／7月25日
●アルメニア巡礼－12の賑やかな迷宮
篠野志郎・著
2800円／A5 ／304頁 ／並製 4-7791-2609-3
C0026 ／7月26日
●坂手洋二戯曲集
8分間／ゴンドララドンゴ
坂手洋二・著
2400円 ／46 ／440頁 ／並製 4-7791-2422-8
C0074 ／7月26日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com/
●遺言－「樺太帰還在日韓国人会」会長、李羲
八が伝えたいこと
長澤秀・著
2800円 ／46 ／320頁 ／並製 4-380-19005-6
C0036 ／7月24日
▼不知火書房／092-791-7161
●検証温暖化－環境問題を考える5
20世紀の温暖化の実情を探る
近藤邦明・著
2500円 ／A5 ／270頁 ／並製 4-88345-123-4
C0330 ／7月10日
▼数学書房／03-5281-1778
mathmath@sugakushobo.co.jp
http://www.sugakushobo.jp
●対称空間今昔譚
堀田良之・著
4300円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-903342-89-4
C3041 ／7月25日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●分かち合う農業CSA－日欧米の取り組みから
波夛野豪、唐崎卓也・編著

8月に出る本／出版協BOOKS

7月に出る本／出版協BOOKS
��
2200円 ／A5 ／280頁 ／並製 4-88340-335-6
C0061 ／7月24日
http://www.sairyusha.com/
●リピート系自動売買・裁量トレードのトリセツ―
▼筑波書房／03-3235-5949
トレーダー
1 年目から億り人になる！
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
ついてる仙人・著
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
1500
円 ／ A5 ／ 256 頁 ／並製 4-7791-2584-3
●フードバンクの多様性とサプライチェーンの
C0033
／6月5日
進化－日本農業市場学会研究叢書、食品寄付の
●英国の街を歩く―街にあるメッセージを読む
海外動向と日本における課題
梅宮
創造・著
小林富雄、野見山敏雄・編著
2500 円 ／四六 ／ 283 頁 ／並製 4-7791-2589-8
3000円 ／A5 ／262頁 ／並製 4-8119-0557-0
C0026 ／ 6 月 5 日
C3033 ／7月5日
●紙ハブと呼ばれた男―沖縄言論人 池宮城秀意の反骨
森口豁・著
▼東信堂／03-3818-5514
2400 円 ／ A5 ／ 240 頁 ／並製 4-7791-2583-6
tk203444@fsinet.or.jp
C0023 ／ 6 月 12 日
http://www.toshindo-pub.com
●アナーキストの銀行家―フェルナンド・ペソア短編集
●幼児教育系学生のための日本語表現法
フェルナンド・ペソア・著 , 近藤 紀子・訳
－保育実践力の基礎をつくる初年次教育
2000 円 ／四六 ／ 183 頁 ／上製 4-7791-2599-7
森下稔・監修, 久保田英助・大岡紀理子・編著
C0097 ／ 6 月 18 日
1500円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-7989-1561-6
●異能の日本映画史―日本映画を読み直す
C3037 ／7月3日
木全公彦・著
●コミュニティ政策17－特集
コミュニティの
3000
円 ／四六 ／ 296 頁 ／並製 4-7791-2591-1
多義性とコミュニティ政策
C0074 ／ 6 月 20 日
コミュニティ政策学会・編
●独立国「日本」となるために必要なこと―令和の
2000円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7989-1574-6
破壊的成長戦略
C3036
／7月15日
十文字
健・著
●地域のガバナンスと自治－平等参加・伝統主
2000 円 ／四六 ／ 160 頁 ／並製 4-7791-2597-3
義をめぐる宝塚市民活動の葛藤
C0036
／ 6 月 20 日
田中義岳・著
●トロイルスとクリセイデ
3400円 ／A5 ／288頁 ／並製
ジェフリー・チョーサー・著
, 松下4-7989-1565-4
知紀・訳
6000
円／
A5 ／ 376 頁 ／上製 4-7791-2530-0
C3036
／7月16日
C0097
／ 6 月 25 日
●ロサンゼルスの新日系移民の文化・生活のエ
●バンド・デシネ―最初の人間
スノグラフィ
アルベール・カミュ・原作
, ジャック・フェランデ
－新一世の教育ストラテジーとその多様性
ズ・作・絵
, 青柳 悦子・訳
山田亜紀・著
3200
円 ／
B5 変型
／ 192
頁 ／並製
4-77913200円
／A5
／240頁
／並製
4-7989-1573-9
2594-2
C0097
／
6
月
25
日
C3036 ／7月22日
●バンド・デシネ―
客
●グローバル化と法の諸課題
アルベール・カミュ・原作
, ジャック・フェランデ
―グローバル法学のすすめ
ズ・作・絵
, 青柳 悦子・訳
中谷和弘、髙山佳奈子、阿部克則・編著
2000
円 ／
B5 ／120頁
変型 ／ 192
頁 ／並製
4-77911200円
／A5
／並製
4-7989-1572-2
C0097
／
6
月
25
日
2594-2
C3032 ／7月30日
▼筑波書房／ 03-3235-5949
▼南方新社／099-248-5457
●大都市近郊地域流通市場の機能強化
info@nanpou.com
木村彰利・著
http://www.nanpou.com/
2200 円 ／ A5 ／ 149 頁 ／並製 4-8119-0556-3
●由緒ある田の神石像の数々
C3061 ／ 6 月 21 日
八木幸夫・著
1800円 ／A5 ／152頁 ／並製オールカラー
▼東信堂／ 03-3818-5514
4-86124-403-2 C0039 ／7月10日
● 東アジア都市の居住と生活―福祉実践の現場から
●琉球弧・植物図鑑 from AMAMI
全泓奎・編著
片野田逸朗・著
2800
円 ／ A5 ／ 296 頁 ／上製 4-7989-1564-7
3800円
／308頁 ／並製オールカラー
C3036
／／A5
6 月下旬
4-86124-405-6
C0645 ／7月10日
●主体的学び 6 号―特集
いま、なぜ教養教育が
必要なのかを問う
▼ポラーノ出版／042-860-2029
主体的学び研究所・編
mail@polanopublishing.com
1800
円 ／ A5 ／ 184 頁 ／並製 4-7989-1563-0
●死とともに生きることを学ぶ
C3037
／ 6 月下旬
－死すべきものたちの哲学
竹之内裕文・著
1850円 ／46 ／328頁 ／並製 4-908765-22-3

出版協BOOKSを利用される
皆様へ

C0036 ／7月16日
●改訂版 スピリチュアルな痛み
●教育の理念を象る―教育の知識論序説
, 越境ブクレッ
－薬物や手術でとれない苦痛・叫びへのケア
トシリーズ
第０巻
ウァルデマール・キッペス・著
田中智志・著
2100円 ／A5 ／186頁 ／並製 4-908765-18-6
1200
円 ／
A5 ／ 160 頁 ／並製 4-7989-1567-8
C3047
／7月22日
C3037 ／ 6 月下旬
●知識論―情報クラウド時代の”知る”という営み、
▼本の泉社／03-5800-5353
越境ブックレットシリーズ
第１巻
mail@honnoizumi.co.jp
山田肖子・著
http://honnoizumi.co.jp/
1000 円 ／ A5 ／ 120 頁 ／並製 4-7989-1566-1
●京都祗園祭りの淵源だった 前方後円墳の謎を
C3037 ／ 6 月下旬
解く
●塾－私的補習ルールの国際比較
－起源・原形・その意味と歴史的役割を発見
マーク・ブレイ・オーラ・クウォ著, 森いづみ・早坂
角田彰男・著
めぐみ・佐久間邦友・田中光晴・高嶋真之・大和洋子訳
1667円 ／46 ／256頁 ／上製 4-7807-1931-4
2000 円 ／ A5 ／ 184 頁 ／並製 4-7989-1568-5
C0093 ／7月31日
C3037 ／ 6 月下旬
●單線駅舎のある町で
鶴岡征雄・著
▼南方新社／ 099-248-5457
2778円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7807-1933-8
●琉球弧・花めぐり
C0093 ／7月19日
原千代子・著
●真っ直ぐに、保母
1800
円 ／ A5 ／ 166 頁 ／並製 , オールカラー 4鏡政子・著 C0645 ／ 6 月上旬
86124-402-5
926円 ／B6／208頁
／並製 4-7807-1934-5
●島津家家臣団系図集
上巻―各家各氏一族分出略系図
C0095 ／7月19日
野田幸敬・編著
●季刊オピニオン・プラス
2019夏
VOL.26
30000
円／ B5 ／ 524 頁 ／上製
4-86124-389-9
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
C0021
／ 6 月上旬
700円 ／A4 ／96頁下巻―各家各氏詳細系図
／並製 4-7807-1399-2
●島津家家臣団系図集
C5336 ／7月19日
野田幸敬・編著
●季論21
2019年夏号（第45号）
30000
円／ B5
／ 616 頁 ／上製 4-86124-390-5
『季論 ／
21』編集委員会・編
C0021
6 月上旬
926円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7807-1859-1
▼本の泉社／
03-5800-5353
C9336 ／7月19日
●月刊
ゆたかなくらし―高齢者福祉がわかる専門
●作文と教育
2019年8月号
誌日本作文の会・編
2019 年 7 月号 No444
全国老人福祉問題研究会
844円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1728-0
741
円 ／／7月19日
B5 ／ 64 頁 ／並製 4-7807-1447-0
C9337
C9336
／
6
月 20
日
●理科教室
2019年8月号（No.776）vol.62
●作文と教育
2019 年 7 月号
科学教育研究協議会・編
編集
日本作文の会
926円
／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1540-8
844
円 ／／7月19日
B5 ／ 64 頁 ／並製 4-7807-1727-3
C9340
C9337
／
6
月 20 日
●日本の科学者
8月号 vol.54
●理科教室
年 7 月号（No.775）
vol.62
JOURNAL 2019
OF JAPANESE
SCIENTISTS
科学教育研究協議会 編集
日本科学者会議・編
926 円 ／ B5 ／ 96 頁 ／並製 4-7807-1539-2
741円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1349-7
C9340 ／ 6 月 20 日
C9336 ／7月19日
●日本の科学者 7 月号 vol.54 JOURNAL OF
JAPANESE SCIENTISTS
▼めこん／03-3815-1688
日本科学者会議 編集・発行
●カンボジア近世史－カンボジア・シャム・ベ
741 円 ／ B5 ／ 64 頁 ／並製 4-7807-1349-7
トナム民族関係史（1775-1860年）
C9336 ／ 6 月 20 日
石澤良昭・訳
●健康プラス vol.35
5000円 ／A5 ／468頁 ／上製 4-8396-0315-1
健康プラス出版株式会社
C3022
648
円 ／／7月24日
A4 ／ 48 頁 ／並製 4-7807-1093-9
C0336 ／ 6 月 15 日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
▼有志舎／
03-5929-7352
http://www.ryokufu.com/
●加賀藩の明治維新―新しい藩研究の視座
政治意
●原発フェイドアウト
思決定と「藩公議」
筒井哲郎・著
宮下和幸・著
2500円 ／46 ／280頁 ／上製 4-8461-1913-3
C0036 ／7月24日

●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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▼ロクリン社／03-6303-4154
info@rokurin.jp
6600
円 ／ A5 ／ 394 頁 ／上製 4-908672-31-6
http://www.rokurin.jp/
C3021
／ 6 月下旬
●南米妖怪図鑑

ホセ・サナルディ・文
▼緑風出版／
03-3812-7262 寺井広樹・企画
セーサル・サナルディ・画,
●自動運転の幻想
1600円 ／A5変 ／128頁 ／上製
上岡直見・著
4-907542-73-3 C8095 ／7月19日
2500 円 ／ 46 ／ 224 頁 ／上製 4-8461-1911-9
C0036
／６月下旬
▼論創社／03-3264-5232
●ゲノム操作― 遺伝子組み換え食品入門
ronsosya@hanmoto.com
天笠啓祐・著
●世紀の犯罪－論創海外ミステリ
1900 円 ／ A5 変型 ／ 280 頁 ／並製 4-8461アンソニー・アボット・著, 水野恵・訳
1910-2 C0336 ／６月下旬
2800円 ／46 ／312頁 ／上製 4-8460-1844-3
C0097 ／7月6日
▼論創社／ 03-3264-5232
●密室殺人－論創海外ミステリ
●おしゃべり時計の秘密―論創海外ミステリ
ルーパート・ペニー・著, 熊井ひろ美・訳
フランク・グルーバー・著 , 白須清美・訳
3200円 ／46 ／368頁 ／上製 4-8460-1768-2
2400 円 ／四六 ／ 256 頁 ／上製 4-8460-1829-0
C0097／／7月6日
C0097
6月4日
●躍動する東南アジア映画
●十一番目の災い―
論創海外ミステリ
－多文化・越境・連帯
ノーマン・ベロウ・著
, 福森典子・訳
石坂健治、夏目深雪・著
3200
円 ／四六 ／ 400 頁 ／上製 4-8460-1830-6
国際交流基金アジアセンター・編集協力
C0097
／6月4日
2000円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-8460-1847-4
●推理ＳＦドラマの六〇年―ラジオ・テレビディク
C0074 ／7月6日
レクターの現場から
●ふたりの村上－村上春樹・村上龍論集成
川野京輔・著
吉本隆明・著,
小川哲生・編,
2200
円 ／四六 ／
232 頁 ／上製松岡祥男・解説
4-8460-1764-4
2600円
／46
／上製 4-8460-1828-3
C0095
／6
月 4／272頁
日
C0095 ／7月6日
●柳絮舞い散る街・長春で―私のセカンドステージ
●林芙美子全文業録－未完の放浪
建石一郎・著
2200
円 ／四六 ／ 282 頁 ／上製 4-8460-1842-9
廣畑研二・著
C0095
／6
月 4／640頁
日
6800円
／46
／上製 4-8460-1769-9
●鮎川哲也探偵小説選Ⅱ―論創ミステリ叢書
117
C0095 ／7月6日
鮎川哲也・著
, 日下三蔵・編
●三毛猫ホームズと七匹の仲間たち
4000
円 ／ A5 ／ 408 頁 ／上製 4-8460-1817-7
赤川次郎ほか・著
C0093
／6
月 10
日
2000円
／46
／420頁
／並製 4-8460-1854-2
119
●渡辺啓助探偵小説選１―論創ミステリ叢書
C0093 ／7月11日
渡辺啓助・著
, 浜田雄介・編
●ドン・キホーテ走る
3800
円 ／ A5 ／ 368 頁 ／上製 4-8460-1805-4
－ドン・キホーテのピアス
C0093
／ 6 月 10 日
鴻上尚史・著
●幻の探偵作家を求めて
上 ―論創ミステ
1700円 ／46 ／444頁 完全版
／並製 4-8460-1832-0
リ・ライブラリー
C0095 ／7月11日
鮎川哲也・著 , 日下三蔵・編
●渡辺啓助探偵小説選Ⅱ－論創ミステリ叢書
3800 円 ／ A5 ／ 488 頁 ／上製 4-8460-1693-7
渡辺啓助・著, 小松史生子・編
C0095 ／ 6 月 29 日
3800円 ／A5 ／440頁 ／上製 4-8460-1806-1
●水戸黄門―立川文庫セレクション
C0093 ／7月11日
加藤玉秀・著
●男は立ち上がる－パレーズ・エンド3
1800 円 ／四六 ／ 224 頁 ／上製 4-8460-1819-1
フォード・マドックス・フォード・著
C0093 ／ 6 月 29 日
高津昌宏・訳
●関節リウマチ― 専門医に聞く「新しい治療とクスリ」
2800円 ／46 ／ 328頁 ／上製 4-8460-1846-7
山本一彦・著
C0097 ／7月19日
2000 円 ／四六 ／ 196 頁 ／上製 4-8460-1841-2
●ドストエフスキー－転回と障害
C0047
／ 6 月 29 日
●福田勝美・著
BIRTH × SCRAP
3800円 ／46 ／480頁 ／上製 4-8460-1855-9
シライケイタ・著
C0095
／7月19日
2200
円 ／四六
／ 280 頁 ／上製 4-8460-1845-0
●日共の武装闘争と在日朝鮮人
C0074
／ 6 月 29 日
安部桂司・著
1400円 ／46 ／140頁／上製 4-8460-1851-1
C0031 ／7月19日

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。

