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【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】
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　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）

●出版協理事 廣嶋武人
ぺりかん社

「こないだの大手取次の新刊登録の件、
もう運用始まっているんじゃなかっ
たっけ」

「ああ、それ。まだだったと思うけど、
それ知りたいかなぁ」

「うちとか、何にも対応していない
んだけど、いいんだっけ。解説必要
じゃないの」

「基本、JPRO に書誌データが登録
されていれば、今まで FAX や電話
でやっていた新刊の登録や部決をウェ
ブで完結できるようにしたシステム
だと思うよ。そんなに複雑なことじゃ
ない気がするけど。JPRO に参加し
てない場合でも使えるようにはなっ
ているらしいし」

「もう、やってるの？」
「これから本格的に運用とのことな
ので、やりようがないです」

「それでマーケットインになるのか？」
「マーケットインって要するに書店
からの事前注文だけを配本するって
ことじゃ？」

「こないだ見た資料の説明だと、注
文情報は版元に提供するようなこと
だった気が……」

「どうだったか、もう覚えていない
なぁ。これ説明しても、版元以外に
関係はないし、版元でも、独立系の
流通を使っているところは、関係な
いよね」

「じゃ、大型書店のたびたびの帳合
変更による負の遺産ってのはどう？
常備切替や返品問題とか」

「前に少し書いたと思うけど」
「もう少し強くいってもいいんじゃ
ないかな、書店もだけど、それを受
け入れる取次も」

「もともと、返品に関しては某大型
書店の返品はかなり怪しいから、い

まさらとも思うけど」
「それは、多分、業界では周知のよ
うに思うが、今回は取次が主導でバ
ンバン返品したようにも聞いた。た
だ、実態がわからない。ウチにもど
こからやってきたのかわからない返
品が山ほど来たし」

「前にも書いたように、前の取次が
抱えただろう困難が大手でも同様だ
ということでは？ 量を求めてきた
商売が質を優先するようになったと
いうことでしょう。マーケットインっ
て書店のマージンが確保されてはじ
めて成り立つ気もするし。仕入れよ
うかって思えるにはそれなりの利幅
がないとねぇ」

「まあ、そうだね」
「仕入の手間と利益率を優先すると
規模は望めなくなるはず。それは、
今までの商売の形を放棄して、取扱
手数料の商売にするということなの
ではないかしらん。当然必要とされ
る以上は配本しないので、返品率は
下がるよね」

「しかし取扱手数料の商売だとすると、
マーケットインって取次がやる必要
がないよなぁ」

「だから、利があると考えれば、業
界外か業界内でも別の分野から、そ
れをはじめることも考えられる。IC
タグで管理して、付加価値つけてと
か……」

「どっかで聞いたことのある話だなあ」
「ある程度のリスクを背負って仕入
れて売るのが「販売」だとしたら、
社名から「販売」を外さないと、ね」

「もう外してるところもあるよ」
「その頃は、上場しようかというぐ
らいの勢いだったのにね」

「ＣＩ（コーポレートアイデンティ

ティ）とかいってたなぁ」
「書籍流通が雑誌に頼っていたシス
テムだったので、書籍に関してもパ
イは大きいほうが良かった。また、
それに見合うだけの市場もあった。
メディアも今ほど多様で多くはなかっ
たし、一般的な読書欲も旺盛だった
気が……」

「確かに昔の方がみんな出版物を手
にしていたと思う」

「それがなくなったら、戦後でき上がっ
た今の取次システム、出版流通シス
テムは成り立たないし、大手が２社
成り立つことも怪しくなってくる。
そうすると期せずして「日配」が復
活！ってなことに。パイを大きくす
るんじゃなく、パイを取り合いして
るからねぇ……」

「それは実質的にありだな。ただ、
版元側どうなのかな。大手版元以外
はどうなっているのか、方向性も見
えていないんじゃないか？」

「多分、グループができあがってく
ると思う」

「ドイツ型かな。コングロマリット？」
「そう、再販は維持するだろうから
そうなるかな……。ただ、日本の場
合、まんがという特殊な巨大出版分
野があるから、そのまま丸写しとい
うわけには行かない気もする。初版
で輪転機回して100万部単位で刷っ
て、それが国内向けの需要ってのも、
世界でもそんなにないと思うし」

「うちも、まんがでもやろうかなぁ」
「まんがをなめちゃいけません。大
ヤケドしますよ。日本の出版物のな
かで世界戦略を考えられるのは、多
分、まんがだけなので……」

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

02――新刊選　1404／241号

●ほんのひとこと

●このFAXが不要の場合はFAX等でご連絡ください●

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



1500円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-9107-2
C0036 ／12月中旬
●季刊 福祉労働173号－特集：福祉と戦争
福祉労働編集委員会・編
1400円 ／A5 ／164頁 ／並製 4-7684-2373-8
C0330 ／12月中旬

▼皓星社／03-6272-9921
info@libro-koseisha.co.jp
http://www.libro-koseisha.co.jp
●百四十字、老いらくの歌－ジムの鏡に映るこ
の俺　老いらくの殴ってやろう死ぬのはまだか
福島泰樹・著
2500円 ／46 ／168頁 ／上製 4-7744-0779-1
C0092 ／12月20日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●会社を救うM&A、つぶすM&A
－成功する中小企業の事業承継
中澤宏介・著
1500円 ／46 ／228頁 ／並製 4-7726-6213-0
C0034 ／12月7日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●斎藤茂吉の人間誌
小泉博明・著
3000円 ／46 ／228頁 ／並製 4-7791-2864-6
C0095 ／12月9日
●句解　KUDOKI
津髙里永子・俳句, 荒川健一・写真
2700円 ／A5 ／336頁 ／並製 4-7791-2873-8 
C0092 ／12月13日
●キューバ  ハバナ下町歩きとコロナ禍の日々
板垣真理子・著
2500円 ／46 ／272頁 ／並製 4-7791-2870-7
C0026 ／12月13日
●日米100倍株で勝つ
朝香友博・著
1600円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7791-2865-3
C0033 ／12月16日
●超記憶法
松田貴盛・著
1600円 ／46 ／248頁 ／並製 4-7791-2861-5
C0030 ／12月20日
●「まち裏」文化めぐり－東京下町編
清水麻帆・著
2700円 ／46 ／336頁 ／並製 4-7791-2862-2
C0036 ／12月27日

▼創森社／03-5228-2410
hanbai@soshinsha-pub.com
http://www.soshinsha-pub.com
●亜硫酸を使わないすばらしいワイン造り
アルノ・イメレ・著, 榎本登貴男・訳
3800円 ／B5 ／234頁 ／並製 4-88340-359-2
C0061 ／12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 1月号 623号
－特集：地元の安心野菜を売る！ 各地の取り組
み／日本の箸文化を見直す お正月には「祝箸」
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7163-7
C0036 ／12月20日

▼知泉書館／03-3814-6166
info@chisen.co.jp
http://www.chisen.co.jp
●中央銀行論
－セントラル・バンキングの本質を求めて
小栗誠治・著
5300円 ／菊 ／400頁 ／上製 4-86285-376-9
C3033 ／12月8日
●デカルト『方法序説』注解,  知泉学術叢書21
ニコラ・ポワソン・著, 山田弘明、クレール・
フォヴェルグ、今井悠介・訳
3600円 ／新書 ／310頁 ／上製
4-86285-375-2  C3310 ／12月7日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●教育制度学研究29
日本教育制度学会・編
2600円 ／A5 ／296頁 ／並製 4-7989-1816-7
C3037 ／12月13日

▼南々社／082-261-8647
nannan@ms11.megaegg.ne.jp
https://nannanbook.com
●世界のリーダー185人 ヒロシマ、ナガサキで
発した「言葉」
三山秀昭・著
1800円 ／46 ／352頁 ／並製 4-86489-154-7
C0031 ／12月7日
●すずかぜふいて、、、風の国へようこそ
川尻育弘・著
1200円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-86489-151-6
C0045 ／12月13日
●小学生が国語辞典を読み通すのを助けたい大
人のための本－学力はもちろん、努力の継続と
読書の習慣も身につく
2200円 ／46 ／224頁 ／並製 4-86489-153-0
C0037 ／12月8日
●食育の手引き
－よい歯並びを0歳からの食べる力で
林明子、廣畑百合絵・著
1200円 ／46変 ／32頁 ／上製 4-86489-152-3
C0077 ／12月19日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●日本産カワゴケソウ科 全6種
－分布・生態の詳細調査報告
大工園認・著
8000円 ／B5 ／150頁 ／並製 4-86124-483-4
C0045 ／12月下旬

▼風媒社／052-218-7709
info@fubaisha.com
http://www.fubaisha.com
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●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「22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。

●会員社一覧

【あ】
あけび書房
梓出版社
ありな書房
アルファベータブックス
一光社
インパクト出版会

【か】
海象社
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
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
こぶし書房
コモンズ

【さ】
桜井書店
彩流社
三一書房
三元社
自然食通信社
社会評論社
出版人
松柏社
新宿書房
新泉社

水声社
随想舎
数学書房
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】
知泉書館
筑波書房
柘植書房新社
道玄坂書房
東信堂
同時代社

捕物出版

【な】
南方新社

【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
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】
緑風出版
ロクリン社
論創社

【2022年12月現在●73社】

「総額表示」はしていません
価格は「本体価格」で表示

ISBNは冒頭の「978-」を
省略して掲載しています

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●ポスト資本主義序説
－政治空間の再構築に向けて
松下冽・著
2000円 ／A5 ／214頁 ／並製 4-87154-225-8
C3031 ／12月5日
●カルト・オカルト－忍びよるトンデモの正体
左巻健男、鈴木エイト、藤倉善郎・編
2000円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-87154-224-1
C3036 ／12月9日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●セザール・フランク　　　
ヴァンサン・ダンディ著, 佐藤浩・訳
2500円 ／46 ／272頁 ／並製 4-86598-103-2
C0073 ／12月2日
●時代を超えて受け継がれるもの
－ピアニストが語る！ 現代の世界的ピアニスト
たちとの対話 第五巻
焦元溥・著、森岡葉・訳
3600円 ／46 ／472頁 ／並製 4-86598-099-8
C0073 ／12月6日
●西武鉄道－昭和～平成の記録
山田亮・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-890-1
C0026 ／12月27日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●「時疫」の社会史－18～19世紀の病と人間
浪川健治・著
4000円 ／A5 ／302頁 ／上製 4-7592-6807-2
C3021 ／12月23日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●花びらとその他の不穏な物語
グアダルーペ・ネッテル・著, 宇野和美・訳
2000円 ／46 ／144頁 ／上製 4-7684-5931-7
C0097 ／12月上旬
●津久井やまゆり園「優生テロ」事件 その深層
とその後－戦争と福祉と優生思想
佐藤幹夫・著
3200円 ／46 ／408頁 ／並製 4-7684-3596-0
C0036 ／12月上旬
●シモーヌ（Les Simones）VOL.7
－特集：生と性：共存するフェミニズム
シモーヌ編集部・編



●焼き物世界の地理学
林上・著
2200円 ／A5 ／434頁 ／並製 4-8331-4157-4
C0025 ／12月中旬
●東海地方の湧水湿地を楽しむ
湧水湿地研究会、富田啓介・編著
1500円 ／A5 ／154頁 ／並製 4-8331-4306-6
C0025 ／12月中旬

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●人間と世界
ルビンシュテイン・著, 小野隆信・訳
2545円 ／A5 ／256頁 ／上製 4-7807-2225-3
C0010 ／12月6日
●作文と教育 2023年1月号
日本作文の会・編
900円 ／B5 ／72頁 ／並製 4-7807-1754-9
C0337 ／12月10日
●山本周五郎  心ばえの物語集
山本周五郎・著
1182円 ／B6変 ／並製 4-7807-2227-7
C0093 ／12月18日
●理科教室 2023年1月号（No.817） vol.65
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1581-1
C0340 ／12月20日
●日本の科学者 1月号  vol.58
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編集, 発行
727円 ／A5 ／64頁 ／並製 4-7807-2074-7
C0336 ／12月20日
●三輪定宣著作集 第2巻
－教育費・教育財政（1995～2022年）
三輪定宣・著
7273円 ／A5 ／784頁 ／上製 4-7807-2202-4
C0337 ／12月28日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●香害入門
－日用品に含まれる化学物質による新たな公害, 
プロブレムQ&A　
深谷桂子・著
1600円 ／A5変 ／168頁 ／並製
4-8461-2218-8  C0336 ／12月下旬

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●十津川警部と七枚の切符
西村京太郎・著
2200円 ／46 ／416頁 ／並製 4-8460-2218-1
C0093 ／12月2日
●経営は5つの視点の因果関係で考える, 桜美林
大学叢書12
高橋義郎・著
2200円 ／46 ／296頁 ／上製 4-8460-2201-3
C0034 ／12月2日
●団地と共生, 論創ノンフィクション29
岡崎広樹・著
1800円 ／A5 ／323頁 ／並製 4-8460-2105-4
C0036 ／12月2日

●子どもの言いごと
斎藤たま・著
2600円 ／46 ／280頁 ／上製 4-8460-2223-5
C0039 ／12月6日
●暗闇の梟, 論創海外ミステリ291
マックス・アフォード・著, 松尾恭子・訳
2800円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2159-7
C0097 ／12月6日
●アバドンの水晶, 論創海外ミステリ292
ドロシー・ボワーズ・著, 友田葉子・訳
2800円 ／A5 ／304頁 ／上製 4-8460-2161-0
C0097 ／12月6日
●沖縄の路線バス－おでかけガイドブック
室井昌也、谷田貝哲・編著
1600円 ／A5 ／168頁 ／並製 4-8460-2224-2
C0026 ／12月12日
●「あいだ」の日韓文学, 桜美林大学叢書13
鄭百秀・著
3000円 ／46 ／312頁 ／並製 4-8460-2202-0 
C0095 ／12月22日
●ブラックランド、ホワイトランド, 論創海外
ミステリ293
H・C・ベイリー・著, 水野恵・訳
3200円 ／46 ／368頁 ／並製 4-8460-2211-2
C0097 ／12月26日
●完全版 悪霊の館
二階堂黎人、柄刀一・著
4500円 ／46 ／824頁 ／上製 4-8460-2152-8
C0093 ／12月26日
●香港存歿－自由と真実に関する一考察, 論創
ノンフィクション31
張燦輝・著, 張政遠・訳
2200円 ／A5 ／324頁 ／並製 4-8460-2134-4
C0036 ／12月27日
●白装束集団を率いた女
－千乃裕子の生涯, 論創ノンフィクション30
金田直久・著
1800円 ／A5 ／292頁 ／並製 4-8460-2165-8
C0036 ／12月27日

─11月に出た本

▼あけび書房／03-5888-4448
info@akebishobo.com
https://akebishobo.com
●月刊 数学教室 12月号（No.846）
－この授業で三学期を楽しく
数学教育協議会・編
1000円 ／A5 ／80頁 ／並製
4910-14229-122-7 ／11月7日
●隔月刊 社会保障 冬号（No.505）
－第49回中央社会保障学校from千葉
中央社会保障推進協議会・編
500円 ／A5 ／48頁 ／並製 4-87154-505-1
／11月10日
●迫りくる核戦争の危機と私たち
－「絶滅危惧種」からの脱出のために
大久保賢一・著
2200円 ／46 ／400頁 ／並製 4-87154-221-0
C3031 ／11月4日
●若者が変えるドイツの政治
木戸衛一・著
1600円 ／46 ／204頁 ／並製 4-87154-222-7

C3031 ／11月9日
●国境を開こう！－移民の経済と倫理
フランク・カプラン、ザック・ウェイナースミ
ス・著, 御立英史・訳
1800円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-87154-223-4
C3031 ／11月9日

▼アルファベータブックス／
03-3239-1851
alpha-beta@ab-books.co.jp
https://alphabetabooks.com
●東ドイツ ある家族の物語－激動のドイツを生
きた、四代のファミリーヒストリー
マクシム・レオ・著, 木畑和子・訳
2500円 ／B5 ／344頁 ／並製 4-86598-089-9
C0022 ／11月8日
●小田急電鉄  昭和～平成の記録
山田亮・解説
2700円 ／B5 ／160頁 ／並製 4-86598-889-5
C0026 ／11月29日

▼インパクト出版会／03-3818-8676
impact@jca.apc.org
http://impact-shuppankai.com
●月よわたしを唄わせて
－“かくれ発達障害”と共に37年を駈けぬけた
「うたうたい のえ」の生と死
あする恵子・著
3500円 ／A5 ／583頁 ／並製 4-7554-0325-5
C0093 ／11月2日
●広島  爆心都市からあいだの都市へ
高雄きくえ・著
3000円 ／A5 ／429頁 ／並製 4-7554-0326-2
C0036 ／11月18日

▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●貧しかったが、燃えていた
－釜ヶ崎で生きる人々 昭和ブルース編
庄司𠀋太郎・写真
5000円 ／A4変 ／216頁 ／並製
4-7592-5139-5  C0072 ／11月8日
●ともに生きやすい社会って？
－わが家の「師匠」たちと学ぶ
孫美幸・著
1200円 ／46 ／104頁 ／並製 4-7592-6806-5
C0037 ／11月17日
●非部落民の部落問題
朝治武、黒川みどり、内田龍史・編
2500円 ／46 ／276頁 ／並製 4-7592-1037-8
C0021 ／11月24日

▼現代書館／03-3262-5906	
http://www.gendaishokan.co.jp
●街ダネ記者の半世紀
－秋田県北・取材メモから
田村彦志・著
2200円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7684-5933-1
C0095 ／11月7日
●魂が目覚める中学経済の授業
－誰ひとり見捨てない未来のために
藤原孝弘・著
1800円 ／46 ／296頁 ／並製 4-7684-3595-3
C0037 ／11月7日
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●猫を描く－古今東西、画家たちの猫愛の物語
多胡吉郎・著
2200円 ／A5 ／272頁 ／並製 4-7684-5928-7
C0071 ／11月28日

▼合同出版／042-401-2930	
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp
●ホロコーストを生きぬいた6人の子どもたち
キャス・シャックルトン・作
1800円 ／A4変 ／100頁 ／並製
4-7726-1504-4  C0036 ／11月1日
●カルトの花嫁
－宗教二世 洗脳から抜け出すまでの20年
冠木結心・著
1400円 ／46 ／224頁 ／並製 4-7726-1514-3
C0036 ／11月9日
●スクラッチで算数マスター！－小学校算数全
学年用教材プログラム
T. 大塚・著
2700円 ／B5 ／184頁 ／並製 4-7726-1510-5
C0037 ／11月28日
●ぼくたちクルド人－日本で生まれても、住み
続けられないのはなぜ？
野村昌二・著
1800円 ／A5 ／160頁 ／上製 4-7726-1515-0
C0036 ／11月30日

▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com
●いつか来るとわかっていた介護
－その現状と映画
今泉容子・著
2500円 ／46 ／240頁 ／並製 4-7791-2809-7
C0036 ／11月14日
●DMAT看護師になりたい
－災害急性期に活動する医療者をめざして
菱沼秀一、神保大士、黒﨑祐也、金子拓・著
1800円 ／A5 ／144頁 ／並製 4-7791-2855-4
C0047 ／11月14日
●アンドレ・ジッドとキリスト教
－「病」と「悪魔」にみる「悪」の思想的展開
西村晶絵・著
4000円 ／46 ／440頁 ／並製 4-7791-2836-3
C0098 ／11月14日
●大インダス世界への旅
－チベット、インド、パキスタン、アフガニス
タンを貫く大河流域を歩く
船尾修・写真, 文
2700円 ／46 ／368頁 ／並製 4-7791-2851-6
C0026 ／11月22日
●バーナデットをさがせ！
マリア・センプル・著, 北村みちよ・訳
3200円 ／46 ／424頁 ／並製 4-7791-2669-7
C0097 ／11月28日

▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com
●ジャーナリストたち

－闘う言論の再生を目指して
前田朗・編著
1700円 ／46 ／190頁 ／並製 4-380-22006-7
C0036 ／11月5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 12月号 622号
－特集：腸内細菌フローラと農薬・抗生物質・
添加物の影響
家庭栄養研究会・編
700円 ／B5 ／48頁 ／並製 4-7726-7162-0
C0036 ／11月20日

▼知泉書館／03-3814-6166
info@chisen.co.jp
http://www.chisen.co.jp
●21世紀の「老い」の思想
－人生100年時代の世代責任
森下直貴・著
2500円 ／46 ／222頁 ／上製 4-86285-373-8
C3010 ／11月14日
●ヘーゲル全集 第2巻－初期論稿Ⅱ
山口誠一・責任編集
10000円 ／菊 ／720頁 ／上製 4-86285-374-5
C3310 ／11月18日

▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●大教授学, コメニウスセレクション
ヨハネス・コメニウス・著, 太田光一・訳
4300円 ／A5 ／432頁 ／上製 4-7989-1806-8
C3310 ／11月11日
●顔の見えないデジタル社会
－戦場・生殖・学校から人が消える
佐久間孝正・著
2600円 ／46 ／272頁 ／上製 4-7989-1796-2
C3036 ／11月18日
●福島復興の到達点
川﨑興太・著
4300円 ／A5 ／328頁 ／上製 4-7989-1790-0
C3036 ／11月18日

▼南方新社／099-248-5457	
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com
●新・地域と大学
－地方国立大学は「個性ある地域」を創れるか？
萩原誠・著
2500円 ／A5 ／301頁 ／並製 4-86124-470-4
C0036 ／11月20日

▼本の泉社／03-5810-1582
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp
●作文と教育 2022年日本子ども文詩集  No.901
日本作文の会・編
1000円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7807-1753-2
C0337 ／11月10日

●労働総研クォータリー 2022年夏季号 No.124
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／80頁 ／並製 4-7807-1893-5
C0336 ／11月10日
●余韻嫋嫋  自選随筆集成
嵐圭史・著
1818円 ／46 ／208頁 ／上製 4-7807-2226-0
C0095 ／11月19日
●理科教室  2022年12月号（No.816）vol.65
科学教育研究協議会・編
909円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1580-4
C0340 ／11月20日
●日本の科学者  12月号 vol.57
－JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議・編, 発行
727円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-2073-0
C0336 ／11月20日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com
●「表現の不自由展」で何があったのか
臺宏士、井澤宏明・著
2400円 ／46 ／280頁 ／並製 4-8461-2216-4
C0036 ／11月8日
●カルテがないC型肝炎患者の闘い
－薬害C型肝炎訴訟の記録
カルテがないC型肝炎東京弁護団・編著
2500円 ／46 ／316頁 ／上製 4-8461-2217-1
C0036 ／11月8日

▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
http://ronso.co.jp
●底なし子の大冒険
渋谷悠・著
2200円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2222-8
C0074 ／11月4日
●105歳の聖火ランナー－母と私の二人三脚
箱石英政・著
1500円 ／46 ／248頁 ／並製 4-8460-2217-4
C0095 ／11月4日
●日蓮誕生－いま甦る実像と闘争
江間浩人・著
2200円 ／46 ／304頁 ／上製 4-8460-2220-4
C0015 ／11月4日
●フェンシング・マエストロ, 論創海外ミステ
リ270
アルトゥーロ・ぺレス・レベルテ・著, 高城
高・訳, 土方正志・編
3600円 ／A5 ／344頁 ／上製 4-8460-2072-9
C0097 ／11月4日
●旅から－全国聞き歩き民俗誌
斎藤たま・著
2400円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-1595-4
C0039 ／11月4日
●吉本隆明全質疑応答Ⅳ－1987～1990
吉本隆明・著
2200円 ／46 ／368頁 ／並製 4-8460-2029-3
C0090 ／11月15日
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●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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●会員社一覧

【あ】
あけび書房
梓出版社
ありな書房
アルファベータブックス
一光社
インパクト出版会

【か】
海象社
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
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
こぶし書房
コモンズ

【さ】
桜井書店
彩流社
三一書房
三元社
自然食通信社
社会評論社
出版人
松柏社
新宿書房
新泉社

水声社
随想舎
数学書房
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】
知泉書館
筑波書房
柘植書房新社
道玄坂書房
東信堂
同時代社

捕物出版

【な】
南方新社

【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
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】
緑風出版
ロクリン社
論創社
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