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日本に在住・滞在するみなさんが、
無事過ごされることをお祈り致します。
加えて、出版協会員各社のみなさん、
高齢の方もおられますので、くれぐ
れも万全の対策をおとり下さい。
東京オリンピックの延期も 3 月
24 日に発表されました。1 年以内に
開催という話ではあるようですが、
詳細は不明です。オリンピックの延
期が決まったことで、感染の実態が
明らかになればと思います。現状、
誰しもが、政府・地方公共団体の発
表に感染者情報などに不信を抱いて
いると思われるからです。
今後、相当な経済的影響が出るこ
とは、間違いないと思います。出版
界も、どのような、そしてどの程度
の影響が出てくるかなど、分かりま
せんが、規模の小さい版元が多い会
員各社への影響は大きいかと思います。
すでにご存知のことかと思いますが、
中小企業向けのコロナ対策の制度融
資が実施されていますので、ご確認
下さい。
首都閉鎖、という言葉が都知事か
ら出てくるようになっています。緊
急事態、非常事態ということで、あ
り得るかも知れません。人々の自由・
人権を一時的に凍結することになり
ます。もちろん人命第一にされるこ
となので、致し方ないと思います。が、
こうした手段が、別様に使われるこ
とだけは阻止しなければなりません。
言わずもがなかも知れませんが。
欧米各国は、ロックダウンに対して、
すべての国民への相当な経済的支援
を行うことを決めています。日本では、
どうなるのでしょうか。非常事態に
備えていなかったのが悪い、とかい
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う自己責任論で、やりすごそうとい
うのでしょうか。あるいは、経済的
支援を行わないために、自主規制の
みにとどめるのでしょうか？
すでに、イベントが中止となり関
係者が悲鳴をあげていても、具体的
な動きが何も出てきていません。広
い意味の文化に対して、いわゆる先
進国でこれほど冷淡な国はないので
はないでしょうか。「日本いいね！」
以外は、文化でないと思っているの
でしょうか。
こうした事態に対してメディアの
役割は大きいと思うのですが、近年
大手メディアはあまり当てにはでき
ないと思わざるをえません。「空気
を読まない」ことにかけてはピカ一
の会員社のみなさんの奮闘を期待し
ています。
さて、業界関係ですが、これまで
打診のなかった幾つかの版元に、書
店への送品の運賃負担として 1 冊 5
円をお願いしたいと、取次から要請
がありました。これまで数社の会員
社にも、正味の切り下げによって運
賃負担分を捻出するという話が来て
いましたが、これは多くの版元に拒
否され、頓挫したと思われます。そ
の代案として、今回の要請になった
と思われます。比較的規模の大きい
版元だけに絞っての要請なのか、す
べての版元に要請するのかは、まだ
分かりません（上位 300 社にはすで
に来ているとの情報もあります）。
すべての版元にということであれば、
今後は仕入窓口で、要請されること
があると予想されます（いちいち版
。
元をまわっていられないのでしょう）

その際は、まずは、話だけを聞く、
ということが必要だと思います。
一律、1 冊 5 円を全ての版元に、
というと平等なようにも思えますが、
そもそも、各社の取引条件が違い、
とりわけ、版元の規模、設立時期な
どにより、正味格差、支払い保留、
支払い保留の期間、歩戻し等々、さ
まざまな不平等があります。
これらを無視して、一律というのは、
あり得ないと思います。
支払い保留は、その期間がすぎれ
ば保留分が入ってくるから同じだ、
とされる社もあるかも知れませんが、
どうでしょうか。売上には、山と谷
がどうしても出てきます。新刊点数
が多い月があったり、はたまた出な
い月があったり、書評に取り上げら
れ売上があがったり、夏枯れがあっ
たり、連休枯れがあったりで。その
月の売上が良くても、支払い保留で
もっていかれ、保留精算が谷の月で
あれば、入金額は相殺されてしまい
ます。
正味格差は、1 冊 5 円どころの差
額ではありません。本体 1000 円の
本で、たとえば 68％と 69％では、
10 円の格差があるわけです。
もちろん、業界全体の問題として、
輸送費の問題が深刻な課題であるこ
とは承知していますし、協力するこ
とにやぶさかではありません。しかし、
これまで同様に現状を放置したまま
では、おいそれとは協力できないと
考えます。
会員各社に、今後取次から要請が
あった場合は、出版協にお知らせ下
さい。
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●まつろわぬ者たちの祭り
－日本型祝賀資本主義批判
鵜飼哲・著
2500円 ／46 ／285頁 ／並製 4-7554-0303-3
C0036 ／4月1日
●沖縄の祈り
大城貞俊・著
1800円 ／46 ／294頁 ／並製 4-7554-3004-6
C0094 ／4月中旬

▼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
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●東京オリンピックの社会学
－危機と「祝祭」の2020JAPAN
阿部潔・著
2200円 ／46 ／276頁 ／並製 4-86187-166-5
C1036 ／4月下旬
●コンビニ断ち 脱スマホ－便利さはほどほどで
黒沢大陸・著
1500円 ／46 ／192頁 ／並製 4-86187-165-8
C0036 ／4月上旬

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●季節のおくりもの－私の調心記
澁井展子・著
1800円 ／46 ／165頁 ／並製 4-7791-2665-9
C0095 ／4月3日
●LITERATURE AS THEOLOGY
－The Parable of the Prodigal Son in the
Fiction of Elizabeth Gaskell
Tatsuhiro Ohno・著
7000円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7791-2682-6
▼健康と良い友だち社／03-5437-1056
C0098 ／4月3日
kenkou@k-yoitomo.jp
●やってみよう。水晶透視
http://www.k-yoitomo.co.jp
－スクライング・リーディング力が身につく
●訪問看護師とケアマネジャーのための「アド
ひあり奈央・著
バンス・ケア・プランニング入門」
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2659-8
－ACP人生会議とは何か
C0011 ／4月7日
長尾和宏・著
●スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン
1200円 ／46 ／168頁 ／並製 4-902475-09-8
戦争－マッキンリーと帝国への道
C0095 ／4月15日
林義勝・著
3800円 ／A5 ／355頁 ／上製 4-7791-2663-5
▼現代書館／03-3262-5906
C0022 ／4月7日
http://www.gendaishokan.co.jp
●女同士の絆－レズビアン文学の行方
●野垂れ死に－ある講談社・雑誌編集者の回想
平林美都子・編著
元木昌彦・著
2500円 ／46 ／256頁 ／上製 4-7791-2675-8
1700円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7684-5878-5
C0098 ／4月7日
C0095 ／4月上旬
●入門 空間計量経済学
●加害者家族バッシング－世間学から考える
Ｊ. ルサージ、Ｒ.Ｋ. ペース・著,
佐藤直樹・著
各務和彦、和合肇・訳
1800円 ／46変 ／192頁 ／並製
5000円 ／A5 ／362頁 ／並製 4-7791-6001-1
4-7684-5875-4 C0036 ／4月上旬
C0033 ／4月9日
●Passion ケアという「しごと」
●スコットランド－ウイスキーとツーリズム
白崎朝子・著
春日雅司・著
1800円 ／46 ／192頁 ／上製 4-7684-3578-6
3500円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7791-2668-0
C0036 ／4月中旬
C0022 ／4月10日
●時代おくれのいいお産－あなたと赤ちゃんに
●歴史のなかの人びと－出会い・喚起・共感
とってのいいお産を考えてみませんか
樋口映美・編
久靖男・著
2200円 ／46 ／228頁 ／並製 4-7791-2666-6
1300円 ／46変 ／132頁 ／並製
C0020 ／4月10日
4-7684-3577-9 C0077 ／4月中旬
●プロ野球の誕生Ⅱ－リーグ元年の万華鏡
中西満貴典・著
▼合同出版／03-3294-3509
3000円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2673-4
eigyo@godo-shuppan.co.jp
C0075 ／4月10日
http://www.godo-shuppan.co.jp
●例題で学ぶ入門経済数学［上］
●ばぁばがえみーだったころ
E.ドウリング・著, 大住栄治、川島康男・訳
－やんばるのいなぐんぐゎ
3200円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-7791-6002-8
平田恵美子・著
C0033 ／4月10日
1500円 ／A5 ／64頁 ／上製 4-7726-1422-1
●例題で学ぶ入門経済数学［下］
C8095 ／4月下旬
E.ドウリング・著, 大住栄治、川島康男・訳
3200円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7791-6003-5
▼コモンズ／03-6295-9618
C0033 ／4月10日
info@commonsonline.co.jp
●出版協は一貫して
「消費税総額表示」
に反対です。
●現代経済学の数学基礎（上）［第４版］
本紙ではもちろん、
従来どおり
「本体価格」
（ 私た
出版協BOOKSを利用される
http://www.commonsonline.co.jp
ちの主張では
「定価」
）
での表示を継続しています。
A. C. チャン、K.
ウエインライト・著,
小田正
皆様へ
●これは、
出版協加盟の出版社が
「20年4月」
に出
版 す る 予 定 の 書 籍・雑 誌 を 紹 介 し た
「4月に出
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雄、高森 寛ほか・訳
4000円 ／A5 ／496頁 ／上製 4-7791-6004-2
C0033 ／4月10日
●現代経済学の数学基礎（下）［第４版］
A. C. チャン、K. ウエインライト・著, 小田正
雄、高森 寛ほか・訳
4000円 ／A5 ／488頁 ／上製 4-7791-6005-9
C0033 ／4月10日
●グローバル・コモンズのための国際関係論
森彰夫・著
3000円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-7791-2684-0
C0031 ／4月15日
●毎日たった10分の瞑想が強い心と体をつくる
－YOGAメソッドではじめる瞑想習慣
スタジオ・ヨギー／マリコ・著
1500円 ／A4 ／112頁 ／並製 4-7791-2660-4
C0030 ／4月16日
●ひきこもりのライフストーリー（仮）
保坂渉・著
1800円 ／46 ／220頁 ／並製 4-7791-7107-9
C0336 ／4月16日
●ホハレ峠（仮）
－ダムに沈んだ徳山村 100年の軌跡
大西暢夫・著
1900円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7791-2643-7
C0036 ／4月20日
●〈連載版〉マーク・トウェイン自伝
マーク・トウェイン・著, 里内克巳・訳
4500円 ／46 ／448頁 ／上製 4-7791-2676-5
C0098 ／4月21日
●随想 ダートムアに雪の降る（仮）
立野正裕・著
3500円 ／46 ／360頁 ／並製 4-7791-2677-2
C0022 ／4月24日
▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
http://www.sakurai-shoten.com
●なるほどマル経
－時の流れを読む経済学
鳥居伸好・著
1700円 ／A5 ／132頁 ／並製 4-905261-45-2
C0033 ／4月15日
●季刊・経済理論 第57巻 第1号
特集＝資本主義のオルタナティブ：資本主義の
限界と政治経済学の課題
経済理論学会・編
2000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-905261-96-4
C3033 ／4月20日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●「自分時間」を生きる
－在日の女と家族と仕事
朴和美・著
2300円 ／46 ／320頁 ／並製 4-380-20002-1
C0036 ／4月7日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
る本」
のリストです。
●宝塚の21世紀－演出家とスターが描く舞台
●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。
井上理惠、鈴木国男、関谷由美子・著
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。

4月に出る本／出版協BOOKS
3800円 ／A5 ／344頁 ／並製 4-7845-1145-7
C0030 ／4月8日
●音楽文化 戦時・戦後
－ナショナリズムとデモクラシーの学校教育
河口道朗・著
2500円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7845-1748-0
C0030 ／4月8日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●図解よくわかるナシ栽培
－品種・管理作業・整枝剪定
川瀬信三・著
2000円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-88340-340-0
C0061 ／4月22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 2020年度
橋本実・著
1091 円 ／A4 ／38頁 ／並製 4-908765-23-0
C3047 ／4月30日
●スポーツ医学A講義ノート 2020年度
橋本実・著
1091 円 ／A4 ／46頁 ／並製 4-908765-24-7
C3047 ／4月30日
●スポーツ医学概論講義ノート 2020年度
橋本実・著
1091 円 ／A4 ／52頁 ／並製 4-908765-25-4
C3047 ／4月30日

▼本の泉社／03-5800-5353
▼筑波書房／03-3235-5949
mail@honnoizumi.co.jp
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●現代の形而上学 新古典派経済学の批判
●果樹産地の再編と農協
小澤勝徳・著
板橋衛・著
2545円 ／A5 ／400頁 ／並製 4-7807-1964-2
3000円 ／A5 ／220頁 ／上製 4-8119-0572-3
C3033 ／4月1日
C3061 ／4月3日
●安くて旨くて楽しくて
●SDGs時代のESDと社会的レジリエンス
－我流 私の料理エッセイ
佐藤真久、北村友人、馬奈木俊介・編著
丸山伸弥・著
2000円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-8119-0571-6
1200円 ／46 ／176頁 ／並製 4-7807-1963-5
C3037 ／4月10日
C0077 ／4月7日
●よみがえる酪農のまち－足寄町放牧酪農物語
●季刊オピニオン・プラス 2020春 VOL.29
荒木和秋・著
ヒューマン・コミュニケーション研究所・編
1500円 ／A5 ／140頁 ／並製 4-8119-0574-7
700円 ／A4 ／48頁 ／並製 4-7807-1452-4
C3061 ／4月30日
C5336 ／4月20日
●子育て世代の農業経営者－農業で未来をつく ●季論21 2020年春号（第48号）
る女性たち, JCA研究ブックレット
『季論21』編集委員会・編
和泉真理・著
909円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7807-1862-1
750円 ／A5 ／62頁 ／並製 4-8119-0573-0
C0336 ／4月20日
C0036 ／4月30日
●日本の科学者5月号 vol.55
JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
▼東信堂／03-3818-5514
日本科学者会議・編集, 発行
tk203444@fsinet.or.jp
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1359-6
http://www.toshindo-pub.com
C0336 ／4月20日
●早稲田大学教育実習ノート
●理科教室 2020年5月号（No.785）vol.63
菊地栄治・編
科学教育研究協議会・編
1000円 ／A5 ／50頁 ／並製 4-7989-1627-9
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1549-1
C3037 ／4月1日
C0340 ／4月20日
●危機のアメリカ「選挙デモクラシー」
●作文と教育 2020年4・5月号
－社会経済変化からトランプ現象へ
日本作文の会・編
吉野孝、前嶋和弘・編著
900円 ／B5 ／並製 4-7807-1735-8
2700円 ／A5 ／272頁 ／上製 4-7989-1634-7
C0337 ／4月20日
C3031 ／4月10日
●墓仕舞い
●再増補版 現代アメリカにおける学力形成論 荒川昤子・著
の展開－スタンダードに基づくカリキュラムの 2600円 ／46 ／304頁 ／上製 4-7807-1965-9
設計
C0093 ／4月24日
石井英真・編著
●夜景の世界から
4800円 ／A5 ／544頁 ／並製 4-7989-1619-4
相原和弘・著
C3037 ／4月15日
2000円 ／A4 ／56頁 ／並製 4-7807-1962-8
●都市は揺れている－五つの対話
C0072 ／4月下旬
吉原直樹、榑沼範久・編著
1800円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-7989-1636-1
▼唯学書房／03-5215-1953
C3030 ／4月25日
yuigaku@atlas.plala.or.jp
●フレーベルの幼稚園の原理－批判的検討
https://www.yuigakushobo.com
ウィリアム・H・キルパトリック・著,
●持続可能なスポーツツーリズムへの挑戦, 地
乙訓稔、別府愛・監訳
域創造研究叢書
2100円 ／A5 ／184頁 ／並製 4-7989-1635-4
愛知東邦大学地域創造研究所・編
2000円 ／A5 ／118頁 ／並製 4-908407-28-4
C3037 ／4月25日
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C3375 ／4月8日
●戦後日本の郷土教育実践に関する歴史的研究
－生活綴方とフィールド・ワークの結びつき
白井克尚・著
3000円 ／A5 ／276頁 ／上製 4-908407-30-7
C3037 ／4月8日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●告発・原子力規制委員会
－被曝の実験台になる子どもたち
松田文夫・著
1800円 ／46 ／212頁 ／並製 4-8461-2008-5
C0036 ／4月上旬
●官邸の報道圧力（仮）－官邸VS望月記者
臺宏士・著
2000円 ／46 ／230頁 ／並製 4-8461-2007-8
C0036 ／4月下旬
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●日本演劇思想史講義
西堂行人・著
2500円 ／A5 ／328頁 ／並製 4-8460-1892-4
C0074 ／4月20日
●ブリタニア列王の事績－中世ラテン叙事詩
ウィリアム・オヴ・レンヌ・著, 瀬谷幸男・訳
4000円 ／46 ／228頁 ／上製 4-8460-1917-4
C0098 ／4月30日
●人形の家, 近代古典劇翻訳〈注釈付〉シリーズ
ヘンリック・イプセン・著, 毛利三彌・訳
1500円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8460-1922-8
C0074 ／4月9日
●渇きのままに
－七〇年の思索をたどる自伝的小説
江口幹・著, 奥沢邦成・解説
6000円 ／A5変 ／700頁 ／上製
4-8460-1920-4 C0095 ／4月9日
●一度は訪ねてみたい日本の水と土
－先人達が築いた農の礎
一般財団法人日本水土総合研究所・著
1800円 ／B5 ／210頁 ／並製 4-8460-1933-4
C0026 ／4月9日
●甲賀三郎探偵小説選Ⅳ, 論創ミステリ叢書123
甲賀三郎・著
4200円 ／A5 ／464頁 ／上製 4-8460-1837-5
C0093 ／4月13日
●死の濃霧
－延原謙翻訳セレクション, 論創海外ミステリ250
延原謙、中西裕・訳
3200円 ／46 ／384頁 ／上製 4-8460-1905-1
C0097 ／4月13日
●ガラパゴス政党 日本共産党の100年
柳原滋雄・著
1091円 ／46 ／272頁 ／並製 4-8460-1930-3
C0031／4月22日
●二階俊博幹事長論－ナンバー1を越えたナン
バー2実力者／平和・博愛・忠恕の政治家
森田実・著
1091円 ／46 ／232頁 ／上製 4-8460-1937-2
C0031 ／4月22日

4月に出る本／出版協BOOKS

─3月に出た本
▼あけび書房／03-3234-2609
akebi@s.email.ne.jp
http://www.akebi.co.jp
●仏教における女性差別を考える
－親鸞とジェンダー
源淳子・著
1500円 ／46 ／176頁 ／並製 4-87154-176-3
C3036 ／3月4日
●まされる宝
－心療内科医とその妻の子育てエンジョイ記
岡部憲二郎、登喜子・著
1600円 ／46 ／288頁 ／並製 4-87154-178-7
C0095 ／3月4日
●我が町にも戦争があった－私の戦争体験記
椎名仁・著
2200円 ／46 ／384頁 ／上製 4-87154-174-9
C0095 ／3月20日
●月刊 数学教室 ４月号（No.814）
－特集／この授業プランで一学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-040-4 ／3月7日
●隔月刊 社会保障 春号（No.489）
－特集／公立病院統廃合ＮＯ！
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-489-4
C3036 ／3月10日
▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●テロルはどこから到来したか
－その政治的主体と思想
鵜飼哲・著
2500円 ／46 ／285頁 ／並製 4-7554-0301-9
C0036 ／3月2日
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●いつまで続く「女人禁制」
－排除と差別の日本社会をたどる
源淳子・編著, 畑三千代ほか・著
1700円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7592-6791-4
C0036 ／3月6日
●被差別部落マイノリティのアイデンティティ
と社会関係
内田龍史・著
5000円 ／A5 ／358頁 ／上製 4-7592-0121-5
C0036 ／3月10日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●大聖寺藩, シリーズ藩物語
山口隆治・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7155-5 C0321 ／3月7日
●「日本」誕生－東国から見る建国のかたち
熊倉浩靖・著
2700円 ／46 ／260頁 ／上製 4-7684-5873-0
C0021 ／3月11日
●増補改訂版 コンゴ共和国 マルミミゾウとホ
タルの行き交う森から

西原智昭・著
2300円 ／46 ／280頁 ／並製 4-7684-5877-8
C0040 ／3月24日
●核時代のテクノロジー論－ハイデガー『技術
とは何だろうか』を読み直す, シリーズ「いま
読む！ 名著」
森一郎・著
2200円 ／46 ／240頁 ／上製 4-7684-1019-6
C0310 ／3月24日
●季刊 福祉労働166号－特集「教員の働き方
改革」考 みんなの学校をめざして
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-2366-0
C0330 ／3月24日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●みんなの怒りスイッチをさがせ！
－ゲームで身につくアンガーマネジメント
日本アンガーマネジメント協会・監修
3600円 ／B6 ／60枚 ／カード
4-7726-1410-8 C8037 ／3月11日
●インスタントヘルプ！ 10代のためのマイン
ドフルネストレーニング－不安と恐れで押しつ
ぶされそうな子どもをヘルプするワーク
エイミー・サルツマン・著, 今井正司・監修
2800円 ／B5 ／60枚 ／カード 4-7726-1415-3
C0037 ／3月下旬
●教育実践◎中学生のストレスマネジメント
安川禎亮・編著
1500円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-7726-1421-4
C0037 ／3月下旬
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●ハワイ日系人の強制収容史
－太平洋戦争と抑留所の変遷
秋山かおり・著
4500円 ／A5 ／336頁 ／上製 4-7791-2662-8
C0022 ／3月3日
●グアンタナモ
－アメリカ・キューバ関係にささった棘
渡邉優・著
3000円 ／46 ／257頁 ／並製 4-7791-2655-0
C0022 ／3月10日
●お買い物は楽しむため
－現代イギリスの消費文化とジェンダー
エリカ・ダイアン・ラパポート・著,
佐藤繭香、成田芙美、菅靖子ほか・監訳
4800円 ／A5 ／496頁 ／上製 4-7791-2579-9
C0022 ／3月10日
●増補新版 ユダヤ世界に魅せられて
広瀬佳司・著
2700円 ／46 ／312頁 ／並製 4-7791-2661-1
C0022 ／3月18日
●中国朝鮮族の移動と東アジア
－元日本留学生の軌跡を辿る
権香淑、宮島美花・編著
2500円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2649-9
C0036 ／3月25日
●まんが 古関裕而ものがたり
内藤誠・原作, 三代目仙之助・作画
1200円 ／A5 ／96頁 ／並製 4-7791-2647-5
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C0073 ／3月30日
▼自然食通信社／03-3816-3879
info@amarans.net
http://www.amarans.net
●ほどくよ どっこい ほころべ よいしょ 暗闇へ
梢をのばす くにつくり
－百姓は想う 天と地との間にて
伊藤晃・著
1700円 ／46 ／256頁 ／並製 4-916110-41-1
C0061 ／3月30日
▼社会評論社／03-3818-2808
book@shahyo.com
https://shahyo.sakura.ne.jp/wp
●植民地支配下の朝鮮農民－江原道の事例から
樋口雄一・著
2600円 ／46 ／ 282頁 ／上製 4-7845-1210-2
C0030 ／3月6日
●私たちは津久井やまゆり園事件の「何」を裁
くべきか
－美帆さん智子さんと、甲Zさんを世の光に！
堀利和・編著
2000円 ／46 ／320頁 ／並製 4-7845-1213-6
C0030 ／3月13日
▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●無塩の養生食
境野米子・著
1300円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-88340-342-4
C0077 ／3月18日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●協同組合研究のヌーベルバーグ
坂下明彦、小林国之ほか・編著
2500円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8119-0568-6
C0036 ／3月6日
●農協系統組織再編と独立経済連の位置
－県域機能は誰が担うのか
藤田久雄・著
3500円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-8119-0569-3
C3061 ／3月13日
●平成農政の真実
菅正治・著
1500円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8119-0570-9
C0061 ／3月13日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●見知らぬ文化の衝撃－文化人類学に生きて
吉田正紀・著
3400 円 ／A5 ／295頁 ／上製 4-7989-1613-2
C3039 ／3月15日
●他人事≒自分事－教育と社会の根本課題を読
み解く, 越境ブックレットシリーズ3
菊地栄治・著
1000円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7989-1630-9
C3037／3月20日
●大学改革の処方箋
－中長期計画推進・教育改善・職員力向上

4月に出る本

●出版協

篠田道夫・著
2300円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-7989-1614-9
C3037 ／3月25日
●通常兵器軍縮論
福井康人・著
3600円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-7989-1628-6
C3032 ／3月25日
●温暖化に挑む海洋教育－呼応的かつ活動的に
田中智志・編著
3200円 ／A5 ／280頁 ／並製 4-7989-1626-2
C3037 ／3月25日
●グローカル研究の理論と実践
成城大学グローカル研究センター・編
2800円 ／A5 ／288頁 ／上製 4-7989-1632-3
C3030 ／3月25日
●ブラジルの校長直接選挙－教職員と保護者と
児童生徒みんなで校長を選ぶことの意味
田村徳子・著
3200円 ／A5 ／200頁 ／上製 4-7989-1629-3
C3037 ／3月25日
●オーストラリア・ニュージーランドの教育
［第三版］－グローバル社会を生き抜く力の育
成に向けて
青木麻衣子、佐藤博志・編著
2000円 ／A5 ／224頁 ／並製 4-7989-1578-4
C3037 ／3月31日
●ベーシック条約集2020
薬師寺公夫、坂元茂樹、浅田正彦・編
2600円 ／46 ／1400頁 ／並製
4-7989-1616-3 C3032 ／3月31日
●海外留学支援論
大西好宣・著
2000円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7989-1594-4
C3037 ／3月31日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●奄美・沖縄 カトリック宣教史
－パリ外国宣教会の足跡
A. ハルブ神父・著, 岡村和美・訳,
安渓遊地・監修
1500円 ／A5 ／127頁 ／並製 4-86124-421-6
C1016 ／3月25日
●若者がつなぐ地域力, 隼人学ブックレット③
志學館大学生涯学習センター、霧島市教育委員
会、鹿児島工業高等専門学校・編
800円 ／A5 ／68頁 ／並製 4-86124-419-3
C0036 ／3月25日
●奄美群島の歴史・文化・社会的多様性
渡辺芳郎・編著
2500円 ／A5 ／264頁 ／並製 4-86124-418-6
C0030 ／3月25日
▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
●K・ペンデレツキの声楽作品における死と生
のダイナミズム－クラスター作法の意味論
黄木千寿子・著
2200円 ／A5 ／204頁 ／並製 4-8331-3181-0
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C0073 ／3月12日
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●美しい橋
早乙女勝元・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-7807-1957-4
C0093 ／3月10日
●日本の科学者4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 4-7807-1358-9
C0336 ／3月20日
理科教室 2020年4月号（No.784）vol.63
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1548-4
C0340 ／3月20日
●しのび寄る国家の道徳化
碓井敏正・著
1200円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7807-1961-1
C0036 ／3月26日
●労働組合をどうする－その強化への挑戦
基礎経済科学研究所東京支部・編
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-7807-1960-4
C0036 ／3月26日

本体価格／判型／頁数／製本形態
ISBN（978省略）／発行予定

C0093 ／3月11日
●ルポ 闘う情状弁護へ
佐藤幹夫・著
2400円 ／46 ／304頁 ／並製 4-8460-1903-7
C0036 ／3月18日
●希望を失わず
清水安三・著
1500円 ／46 ／292頁 ／並製 4-8460-1911-2
C0023 ／3月22日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●イアブック核軍縮・平和2019
NPO法人ピースデポ・編著
2000円 ／A5 ／344頁 ／並製 4-8461-2005-4
C0036 ／3月6日
●原子力市民年鑑2018～2020
原子力資料情報室・編
4300円 ／A5 ／322頁 ／並製 4-8461-2004-7
C0036 ／3月6日
●原発避難はできるか
上岡直見・著
2000円 ／46 ／224頁 ／並製 4-8461-2006-1
C0036 ／3月13日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●生命の探求 人は生まれ変わる
平野正利・著
1200円 ／46 ／192頁 ／並製 4-8460-1909-9
C0015 ／3月6日
●ポンコツ競走馬の秘密, 論創海外ミステリ247
フランク・グルーバー・著, 冨田ひろみ・訳
2200円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1890-0
C0097 ／3月6日
●憑りつかれた老婦人, 論創海外ミステリ248
M・R・ラインハート・著, 金井真弓・訳
2800円 ／46 ／320頁 ／上製 4-8460-1899-3
C0097 ／3月6日
●飛鳥高探偵小説選Ⅴ, 論創ミステリ叢書122
飛鳥高・著
4000円 ／A5 ／440頁 ／並製 4-8460-1838-2
●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
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）
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4月」
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版 す る 予 定 の 書 籍・雑 誌 を 紹 介 し た
「4月に出
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る本」
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