
柿崎一郎・著�

2500円�／A5 ／264頁�／並製�4-8396-0304-5

　C1087 ／６月15日

▼緑風出版／03-3812-7262 

takasu@ryokufu.com 

http://www.ryokufu.com/　�  

●電力改革の争点―�発保護か脱原発か�

熊本一規・著�2200円�／四六�／204頁�／並製�4-

8461-1709-2　C0036 ／6月上旬

●ＪＲに未来はあるか

�上岡直見著

�2500円�／四六�／256頁�／並製�4-8461-1710-

8　Ｃ0036 ／6月中旬

──5月に出た本

 

▼花伝社／03-3239-8272

kadensha@muf.biglobe.ne.jp

.http://www1a.biglobe.ne.jp/index/ 

●八法亭みややっこの世界が変わる憲法噺�

 飯田美弥子・著

�800円�／A5  ／ブックレット�4-7634-0815-0　

C0036 ／5月15日

●介護の仕事には未来がないと考えている人へ�市場

の高い「介護のプロ」になる�

濱田 孝一・著�1500円�／四六�  4-7634-0805-1 

C0036 ／5月15日

▼共和国／042-420-9997 

naovalis@gmail.com 

http://www.ed-republica.com 

●回想の青山光二―�資料で読む「最後の文士」の肖像�

池内則之・著�

5000円�／菊変�／288頁�／上製�4-907986-35-3 

C0095 ／5月20日

▼合同出版／03-3294-3509

eigyo@godo-shuppan.co.jp

http://www.godo-shuppan.co.jp/ 

●かんもくって何なの！？―しゃべれない日々を脱

け出た私�

モリナガアメ・マンガ�

1280円�／Ａ5 ／200頁�／並製�4-7726-1313-2 

C0037 ／5月上旬

● 14 歳からのパレスチナ問題―これだけは知って

おきたいパレスチナ・イスラエルの120年�

奈良本英佑・著�

1480円�／Ａ5 ／216頁�／並製�4-7726-1273-9 

C0030 ／5月中旬

●だれでもできるやさしいタッチケア（付録DVD付）

�赤ちゃんとの絆を深めるタッチ＆コミュニケーション�

日本タッチケア協会・編�

2000円�／Ａ5 ／56頁�／並製�4-7726-1308-8 

C0037 ／5月中旬

● 武器輸出で「死の商人」国家になるのか� 

池内了／青井未帆／杉原浩司・編著�

1600円�／Ａ5 ／180頁�／並製�4-7726-1307-1 

C0036 ／5月下旬

▼コモンズ／03-5386-6945

info@commonsonline.co.jp

http://www.commonsonline.co.jp/

 ●希望を蒔く人―�アグロエコロジーへの誘い�

ピエール・ラビ・著 , 天羽 みどり・訳 , 勝俣 誠・�解説

2200円�／四六�／240頁�／上製�4-86187-141-2

　C0010 ／5月22日

▼彩流社／03-3234-5932 

sairyusha@sairyusha.com 

http://www.sairyusha.com/

●大人のぬり絵―昭和レトロの玉手箱� ―

大久保友博・著�

1300 円�／ B4 変形�／ 54 頁�／並製�4-7791-

2317-7　C0076 ／5月1日

▼三一書房／03-6268-9754 

i●「?好」羽根つき餃子とともに―二つの祖国に生きて�

石井克則・著�

1500円�／四六�／255頁�／ソフトカバー�4-380-

17003-4 C0036 ／5月中旬

▼スタジオクリエイティブ／ 03-5474-6202 

sales@studio-tac.jp 　

http://www.studio-tac.jp/main/ 

●はたらく くるま図鑑①　パトロールカー� 

スタジオクリエイティブ・編�

800 円�／ B5 ／ 48 頁�／並製�4-88393-778-3 

C8653 ／5月17日

●はたらく くるま図鑑②　しょうぼうしゃ� 

スタジオクリエイティブ・編�

800 円�／ B5 ／ 48 頁�／並製�4-88393-779-0 

C8653 ／5月17日

●はたらく くるま図鑑③　トラクターとコンバイン� 

スタジオクリエイティブ・編�

800 円�／ B5 ／ 48 頁�／並製�4-88393-780-6 

C8653 ／5月17日

▼創森社／03-5228-2410 

●育てて楽しむ―イチジク　栽培・利用加工�

 細見彰洋・著�

1400円�／A5 ／100頁�／並製�4-88340-315-8 

Ｃ0061 ／5月22日

▼筑波書房／03-3235-5949

●検証キノコ新図鑑� 

神奈川キノコの会・編 , 城川四郎・著�

3700円�／B5 /260頁�／並製�4-8119-0510-5 

C0645 ／5月26日

▼七つ森書館／03-3818-9312 

●徹底解剖―安倍友学園のアッキード事件�

 佐高 信・編�

1000円�／新書�／144頁�／並製�4-8228-1775-6

　C0036　�／5月23日

●日本企業が社員に「希望」を与えた時代� 

立石 泰則・著�

1500円�／四六�／240頁�／並製�4-8228-1774-9

　C0034 ／5月19日

▼批評社／03-3813-8990 

book@hihyosya.co.jp 

http://hihyosya.co.jp/ 

●地域包括ケアから社会変革への道程（仮）―メン

タルヘルス・ライブラリー[MHL36] 

中島康晴・著�

2000円�／A5 ／224頁�／並製�4-8265-0662-5 

C0036 ／5月25日

▼風媒社／0120-51-2581

info@fubaisha.com 

http://www.fubaisha.com/ 

●うたかたの日々―芥川賞受賞作家の放つ痛快エッセイ�

諏訪哲史・著�

1500円�／四六�／240頁�／並製�4-8331-2093-7 

C0036 ／5月20日

▼本の泉社／03-5800-5353 

●作文と教育�2017年6月号（No.8509）�

日本作文の会・編�

759円�／B5 ／64頁� 4-7807-1702-0 C9337 

／5月20日

●子どものしあわせ　2017年5月号�

日本子どもを守る会・編�

550円�／Ａ5 ／80頁� 4-7807-1050-2 C9337 

／5月20日

●月刊　ゆたかなくらし　�高齢者福祉がわかる専門

誌　2017年6月号　No419 

全国老人福祉問題研究会・編�

700円�／B5 ／64頁� 4-7807-1422-7 C9336 

／5月20日

●日本の科学者 5 月号　vol.52 JOURNAL OF 

JAPANESE SCIENTISTS 

日本科学者会議・編集、発行�

571円�／B5 ／64頁� 4-7807-1324-4 C9340 

／5月20日

●理科教室　2017年6月号（No.750）�vol.60 

科学教育研究協議会・編�

852円�／B5 ／96頁� 4-7807-1514-9 C9340 

／5月20日

●保健室�190号（2017年6月号）

�全国養護教諭サークル協議会・編�

700円�／Ａ5 ／80頁� 4-7807-1801-0 C9337 

／5月20日

●ストップ！　日米ＦＴＡと「安倍農政改革」ー私

たちの提案�

農民運動全国連合会�・編�

520 円�／ B5 /72 頁�／並製�4-7807-1627-6　

C0361  ／5月20日

●失敗してもいいだよ―子ども文化と少年司法�

竹原幸太・著�

1200円�／A5 ／160頁�／並製�4-7807-1625-2

　C0036 ／5月５日

▼めこん／03-3815-1810

mekong@bolero.plala.or.jp 

http://www.mekong-publishing.com

●メコンを下る� 

北村昌之・著�

5500円�／四六�／672頁�／上製�4-8396-0235-2 

C0030 ／5月22日

▼有志舎／03-5929-7352

 yushisya@fork.ocn.ne.jp  

●天皇墓の政治民俗史� 

岩田重則・著3400円�／Ａ5 ／540頁�／上製�4-

908672-12-5 C1021 ／5月下旬�

▼緑風出版／03-3812-7262

●死刑刑廃止と拘禁刑の改革� 

日本弁護士連合会・編�

予価 3200 円�／ B5 ／ 220 頁�／並製�4-8461-

1707-8,C0036 ／5月下旬

●川崎はヘイトを許さない（仮題）� 

ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク・

「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

▼海鳴社／03-3234-3643

kaimei@d8.dion.ne.jp

http://www.kaimeisha.com/   

●漱石の個人主義―�自我・女・朝鮮�

関口すみ子著�

2500円�／四六�／312頁�／上製�4-87525-333-4 

C0095 ／6月15日

▼共和国／042-420-9997

naovalis@gmail.com 

http://www.ed-republica.com   

●ソヴィエト・ファンタスチカの歴史―シリーズ名 

: 世界浪曼派�

ルスタン・カーツ・著 , 梅村 博昭・訳�

2600円�／菊変�／288頁�／並製�4-907986-41-4 

C0097 ／6月9日

●夜明けの約束―�シリーズ名 : 世界浪曼派�

ロマン・ガリ・著 , 岩津 航・訳�

2600円�／菊変�／336頁�／並製�4-907986-40-7 

C0097 ／6月9日

▼現代企画室/03-3461-5083

 y-ogura@yha.att.ne.jp    

●ほら、死びとが、死びとが踊る―ヌンガルの少年

ボビーの物語�

キム・スコット・著 , 下楠昌哉・訳�

2500円�／四六�／452頁�／並製�4-7738-1711-9 

C0097 ／6月2日

▼合同出版／03-3294-3509 

eigyo@godo-shuppan.co.jp 

http://www.godo-shuppan.co.jp/   

●子どものユーモア・スキル―みんなが幸せになる

笑いのコミュニケーション�

矢島信男・著�

1800円�／B5 ／112頁�／並製�4-7726-1320-0 

C0037 ／6月上旬

● 14 歳からのパレスチナ問題―これだけは知って

おきたいパレスチナ・イスラエルの120年�

奈良本英佑・著�

1480円�／Ａ5 ／216頁�／並製�4-7726-1273-9 

C0030 ／6月中旬

●子どものポジティブ心理学―しあわせで豊かな人

生を生きるトレーニング�

日本ポジティブ教育協会・著�

1800円�／B5 ／136頁�／並製�4-7726-1314-9 

C0037 ／6月下旬

●発達が気になる子どものためのハローワーク� 

鈴木慶太・監修　TEENs・編著�

2000 円�／ B5 変�／ 260 頁�／並製�4-7726-

1312-5　C0036  ／6月下旬

● いのちをありがとう―�ぬくもりの胎教絵本�

奥田朱美・作・監修�

1200円�／Ａ5 ／28頁�／上製�4-7726-1317-0 

C0737 ／6月下旬

●性別に違和感がある子どもたち� 

康純・編著�

1600円�／Ａ5 ／112頁�／並製�4-7726-1150-3 

C0037 ／6月下旬

▼三一書房／03-6268-9754

 info@31shobo.com 

http://31shobo.com/   

●二丁目の叔父さん―ゲイの天才、モモエママの人

生語り�

大谷峯子（著）　�

1600　円�／四六�／ 254 頁�／ソフトカバー�4--

380-17004-1C0036 ／6月中旬

▼不知火書房／092-791-7161     

●素朴な疑問 食品の裏から―�くらしの中の添加物�

安部司・著�

1200円�／A5 ／162頁�／並製�4-88345-113-5 

C0036  ／６月下旬

▼創森社／03-5228-2410 

hanbai@soshinsha-pub.com 

http://www.soshinsha-pub.com   

●おいしいオリーブ料理� 

木村かほる・著�

1400円�／A5 ／100頁�／並製�4-88340-316-5

Ｃ0077 ／6月14日

▼筑波書房／03-3235-5949

t s u k u b a @ t s u k u b a - s h o b o . c o . j p  

http://www.tsukuba-shobo.co.jp   

●有機農業と地域づくり―会津・熱塩加納の挑戦�

小林芳正・境野健兒・中島紀一・著�

1800円�／四六�／160頁�／並製�4-8119-0512-9 

C0061 ／6月16日

●加工・業務用青果物における生産と流通の展開と

展望―日本農業市場学会研究叢書�

種市豊・相原延英・野見山敏雄・編著�

2000円�／A5 ／140頁�／並製�4-8119-0511-2 

C3061 ／6月9日

▼東信堂／03-3818-5514

tk203444@fsinet.or.jp 

http://www.toshindo-pub.com

●老いとはなにか―副田義也社会学作品集第III巻

副田義也・著�

3900円�／A5 ／440頁�／上製�4-7989-1432-9 

C3336  ／6月中旬

●英国の教育� 

日英教育学会編�

3400円�／A5 ／328頁�／上製�4-7989-1409-1 

C3037 ／6月中旬

●西洋児童美術教育の思想―ドローイングは豊かな

感性と創造性を育むか？�

要真理子・前田茂監訳�

3600円�／A5 ／440頁�／上製�4-7989-1428-2 

C3037 ／6月中旬

●ドラッカー『断絶の時代』で読み解く 21 世紀地

球社会論【改訂版】� 

坂本和一・著�

1800円�／四六�／176頁�／並製�4-7989-1430-5 

C1034 ／6月中旬

●ドラッカー『現代の経営』が教えるマネジメント

の「基本指針」� 

坂本和一・著�

2400円�／四六�／256頁�／並製�4-7989-1431-2 

C1034 ／6月中旬

▼七つ森書館／03-3818-9312 

nanatsumori_mail@pen.co.jp 

http://www.pen.co.jp/   

●人間社会の日本歴史―個人史と歴史潮流の視点�

竹内 康朗・著�

1800円�／四六�／2７２頁�／並製�4-8228-1776-

3 C1021 ／6月10日

●日本の原子力時代史� 

西尾 漠・著�

8000円�／A5 ／650頁�／並製�4-8228-1777-0 

C1036 ／6月26日

●声にならなかった声� 

岩崎 保則・著�

1800円�／四六�／2７２頁�／並製�4-8228-1778-

7　C0095 ／6月1３日

▼ひとなる書房／03-3811-1383 

hitonaru@alles.or.jp 

http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru/   

●現場の視点で新要領・指針を考えあう―どう変わる？

　何が課題？�

大宮勇雄・川田学・近藤幹生・島本一男・編著�

１３００円�／A5 ／144頁�／並製�4-89464-245-

4　C3037 ／６月10日

●保育現場に日の丸・君が代は必要か？―ひとなるブッ

クレット№３�

中西新太郎・著�

７００円�／A5 ／64頁�／並製�4-89464-244-7　

C3037 ／６月10日

▼本の泉社／03-5800-5353 

mail@honnoizumi.co.jp 

http://honnoizumi.co.jp/ 

●作文と教育�2017年7月号（No.851）�

日本作文の会・編�

759円�／B5 ／64頁�／並製�4-7807-1703-7　

C9337 ／６月20日

●子どものしあわせ　2017年7月号��

日本子どもを守る会・編�

550円�／A5 ／80頁�／並製�4-7807-1051-9　

C9337 ／６月20日

●月刊　ゆたかなくらし　�高齢者福祉がわかる専門

誌　2017年7月号　No420 

全国老人福祉問題研究会・編

700円�／B5 ／64頁�／並製�4-7807-1423-4　

C9336 ／６月20日

●日本の科学者 7 月号　vol.52 JOURNAL OF 

JAPANESE SCIENTISTS 

日本科学者会議　編集・発行�

571円�／B5 ／64頁�／並製�4-7807-1325-1　

C9336 ／６月20日

●理科教室　2017年7月号（No.751）�vol.60 

科学教育研究協議会・編

852 円�／ B5 /96 頁�／並製�4-7807-1515-6　

C9340 ／６月20

▼めこん／03-3815-1810 

mekong@bolero.plala.or.jp 

http://www.mekong-publishing.com   

●教科書タイ語� 

02――新刊選　1706／56号（通巻280号）

5月に出る本／出版協BOOKS▼出版社名（50音順）
／FAX番号
e-mailアドレス／URL

●出版協   6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／初版部数

03――新刊選　1706／56号（通巻280号）

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「17年3月」に
出版する予定の書籍・雑誌を紹介した「3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。

▼現代人文社（発売：大学図書）／03-5379-5388
　hanbai@genjin.jp
　http://www.genjin.jp
▼社会批評社／03-3310-6561
　shakai@mail3.alpha-net.ne.jp
　http://www.alpha-net.ne.jp/users2/shakai/top/shakai.htm
▼スタジオタッククリエイティブ／03-5474-6202
▼東京漫画社／03-5259-4500
▼三一書房（E-lock.planning：発行）／03-6268-9754
▼新宿書房（発行：maholo books）／03-3262-3393

▼海象社（ノルディック出版：発行）／03-5977-8691
▼合同出版（インターシフト：発行）／03-3294-3509
▼合同出版（合同フォレスト：発行）／03-3294-3509
▼合同出版（食べもの通信社：発行）／03-3294-3509

▼新宿書房（エディマン：発行）／03-3294-3509

「総額表示」はしていません
価格は「本体価格」で表示､

購入時には消費税が加算されます

▼東信堂／03-3818-5514

　tk203444@fsinet.or.jp

　http://www.toshindo-pub.com

【あ】
阿吽社
亜紀書房
あけび書房
梓出版社
あっぷる出版社
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
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
東京漫画社
東信堂
同時代社
道玄坂書房
都政新報社

【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
本の泉社
ほんの木
歩行社
ポラーノ出版

【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 【2016年12月現在●82社】


