
JR中央線・総武線

JR御茶ノ水
交番

東京医科
歯科大学

りそな
銀行

春日通り

至東京大学

順天堂
順天堂

交番

1F松屋

本
郷
通
り

丸ノ内線
本郷三丁目

大江戸線
本郷三丁目 大江戸線

本郷三丁目

至水道橋

至新宿

ガソリンスタンド

三菱東京
UFJ銀行

外堀通り

旧
社屋

大月書店
2F

大月書店
図書目録

www.otsukishoten.co.jp

〒113-0033  東京都文京区本郷２-27-16 2F  
電話 03（3813）4651〈代表〉
FAX 03（3813）4656
E-mail : info@otsukishoten.co.jp

ご注文について

http://www.otsukishoten.co.jp/

ご注文はなるべく、お近くの書店に直接お申し込みください。

店頭に在庫がない場合は、その書店にご注文ください。

直接小社にご注文の場合は、ブックサービスコレクトにて

お届けいたします。代金引換（配送手数料は冊数にかかわ

らず、税込定価の総額が１5００円未満の場合は53０円、１5

００円以上の場合は２3０円）となります。お申し込みは直

接小社へ、ファックス・電話でお願いいたします。

小社ホームページでは、様々なネット書店にリンクしていま

す。こちらからもご注文いただけます。（配送手数料は、ご

利用のネット書店によって異なります。）

ホームページ

ホームページでは、絶版・品切商品も含め、大月書店のこれ

までの刊行物が書名・著者名・ISBNコード・ジャンル・キー

ワードなどから検索できます。著者からのメッセージや読

み物などホームページ独自のコンテンツも充実。皆様のアク

セスをお待ちしております。

大月書店の最新刊や折々の本の話題を月一回お届けする

メールマガジン「大月書店通信」もホームページからご登録

いただけます。

◉書店の皆様へ
ホームページでは書評情報やPOP・選書リスト等の販促素

材も掲載しています。ぜひご活用ください。

b
o
o
k
c
at
alo

g
u
e

2
0
1
7

book catalogue

2017

大
月
書
店
図
書
目
録

出力アプリケーション： Adobe Illustrator CS6 16.2.1
出力ファイル名：obc_2017.ai

貼り込みアプリケーション： なし
作成OS ： Mac OS X  ver.10.8.5



は じ め に

　小社は1946年，第二次世界大戦における敗戦の余
よ

燼
じん

さめやらぬ
焦土のなかに創業しました。創業者小林直衛以来，小社に変わるこ
となく流れる出版の精神は，出版事業をつうじて「平和と民主主義
の発展」「国民の生活と権利の擁護」「真の国民の文化の創造と発展」
に寄与・貢献することにあります。
　この理念のもとに，32年ものながい歳月を費やして『マルクス＝
エンゲルス全集』を，16年におよぶ期間をかけて『レーニン全集』
を完結させ，また経済学・哲学・政治・社会・文化などの諸分野での
先駆的理論書，あるいは労働組合運動や民主的諸運動の要請に応える
書物などを世に送り続けてきました。こうした小社の出版物と出版
にたいする姿勢は，さいわいに高い評価をもって迎えられ，これを
大きな誇りと喜びとしてまいりました。

　昨年（2016年）11月に小社は創業70年を迎えることができました。
これもひとえに支えてくださるみなさま方のご厚情の賜物と，深く
感謝申し上げます。
　しかし，敗戦後70年を経た現在，憲法と立憲主義を変え，「国の
あり方」の大転換に向かう動きもあります。弊社創業70年は，日本
国憲法公布70年とも重なり合っております。あらためて創業以来の
精神を胸に刻み，変わらぬ情熱を抱き新たな出版活動に邁進する決
意です。今後とも変わらぬご指導，ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

 株式会社　大 月 書 店



目 次

2016年5月～2017年4月の新刊  …………… 3

哲　　学  ………………………………………… 7

歴　　史  ………………………………………… 12

政　　治  ………………………………………… 19

労　　働  ………………………………………… 24

経　　済  ………………………………………… 25

社　　会  ………………………………………… 31

教　　育  ………………………………………… 38

児童・ヤングアダルト書 ………………………… 54

生　　活  ………………………………………… 79

芸術・文学 ………………………………………… 82

自然科学  ………………………………………… 85

書名索引  ………………………………………… 87

著訳編者名索引  ………………………………… 98

定期刊行物  …………………………………… 106

在庫僅少書籍一覧  …………………………… 107

大月書店主要取扱書店一覧  ……………… 115

凡　例

１．本目録は，2017年４月までに刊行された小社の書籍に
ついて，在庫のものを中心に作成したものです．

２．各部門の配列は，なるべく日本十進分類法によるように
しましたが大月書店独自の配列も加味しています．

３．各項目の掲載内容は，書名，サブタイトル，シリーズ名，
ISBNコード，著訳編者名，判型，頁数，本体価格，発売年月，
内容紹介の順となっています．

４．ISBNコードは13桁に統一し，冒頭のコード〔ISBN978 - 4 -  
272 -〕を省略して示しています．

５．書名索引，著訳編者名索引を付し，読者の便宜をはかり
ました．

６．巻末に小社出版物の主要取扱書店一覧を収めています．
７．本目録の表示価格は，消費税抜きの価格です。別途消費

税が加算されます．
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貿易入門
世界と日本が見えてくる 15042-7
小林尚朗，篠原敏彦，所康弘編
A5判/280頁/2300円（2017.4）
貿易の理論や歴史，今日の課題，さらには貿易実
務までカバーする入門テキスト．貿易をめぐる話
題が絶えない現代社会の理解に．

認知症とともに生きる私
「絶望」を「希望」に変えた20年 36089-5
クリスティーン・ブライデン著　馬籠久美子訳
46判/272頁/2000円（2017.4）
当事者として発言することで認知症への偏見を打
ち破り，医療やケアの改革に大きく貢献した著者
の過去20年にわたる講演録．

ハタチまでに知っておきたい性のこと〈第２版〉 
41237-2 

橋本紀子，田代美江子，関口久志編
A5判/200頁/2000円（2017.3）
からだの仕組みや避妊の方法，性感染症への対処
法など，性をめぐる基礎知識を実践的に解説．セ
クハラやデートDVの問題も考える．

社会権
人権を実現するもの 43100-7 
竹内章郎，吉崎祥司著
46判/368頁/3600円（2017.3）
社会権を軽視し，豊かな福祉の実現を阻んできた
日本の法学・社会理論を批判的に検証し，社会権
再生の意義を示しだす．

風
かじ

かたか
「標的の島」撮影記 33090-4 
三上智恵著
46判/272頁/1500円（2017.3）
高江・辺野古，さらに宮古島・石垣島も含む沖縄の
軍事拠点化に警鐘を鳴らすドキュメンタリー映画

「標的の島　風かたか」の撮影記．

そろそろ、部活のこれからを話しませんか
未来のための部活講義 41229-7 
中澤篤史著
46判/272頁/1800円（2017.2）
日本独自の文化である部活は，そもそもどうして
生まれたのか．いま何が問題で，これからどうす
べきなのか．世界初の部活入門書．

日本の民主教育2016
 44101-3
教育研究全国集会2016実行委員会編
A5判/352頁/2800円（2017.1）
2016年８月「教育のつどい」の報告集．学校を
取り巻く困難のなか，子どもたちの願いから出発
する実践を報告しあった３日間．

戦後日本資本主義の現局面　従属と貧困・格差
「大国」（戦後世界と日本資本主義―歴史と現状2） 　
鈴木春二著　　 10242-6 
A5判/304頁/3000円（2017.1）
重大な岐路にある日本社会．戦後日本の原点と経
緯を概括し，こうした岐路に至った問題の根因を
析出し，日本経済の今現在を解明する意欲的試み．

教えて！哲学者たち　上・下
子どもとつくる哲学の教室 上40618-0／下40619-7
D・A・ホワイト著　村瀬智之監訳　上田勢子他訳
A5判/平均150頁/各2200円（2016.11‒12）

「嘘がいけないのはなぜ？」「本当の友達って？」
身近な疑問から古今東西の哲学者の思想へ．教室
で使える活動案や指導ガイドつき．

築地移転の闇をひらく
 33089-8 
中澤誠，水谷和子，宇都宮健児著
A5判/128頁/1200円（2016.12）
多大な疑惑が噴出する築地市場移転の経緯と問題
点を整理．食の安心・安全と，「世界の築地」を守
る意義を語る．

生きたかった
相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの　36088-8
藤井克徳，池上洋通，石川満，井上英夫編
A5判/160頁/1400円（2016.12）
重度障害者のみを狙った史上最悪の事件をどう受
け止めるべきか．各分野の専門家と当事者・支援
者たちの声を編んだ緊急出版．

わかる・身につく 歴史学の学び方
 41236-5
大学の歴史教育を考える会編
A5判/208頁/2000円（2016.11）
概説書・研究書・論文の読み方，ノートのとり方，
ゼミ発表，そして卒論執筆．大学４年間の学びに
欠かせないワザと工夫を指南．

愛の不等辺三角形
漱石小説論 61234-5
吉村英夫著
46判/240頁/1800円（2016.11）
漱石の小説のほとんどは愛の形を男女三人の関係
に凝縮してその本質を追究したものである．主要
長編のあらましと真髄を読み解く．

新自由主義と金融覇権
現代アメリカ経済政策史 15041-0
萩原伸次郎著
A5判/320頁/2900円（2016.11）
ニクソン政権以降のアメリカ合衆国における新自
由主義経済政策の展開を，金融覇権の生成・確立・
危機という観点から分析．
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つながり、変える 私たちの立憲政治
 21116-6
中野晃一著　聞き手＝田中章史
46判/160頁/1300円（2016.10）
政治史上はじめて参議院１人区すべてで立憲４党
の野党共闘を牽引してきた著者が，選挙戦総括と
衆院選へ向けいっそうの市民参加を呼び掛ける．

日米安保と戦争法に代わる選択肢
憲法を実現する平和の構想 36075-8
渡辺治，福祉国家構想研究会編
46判/408頁/2300円（2016.10）
安保と改憲をめぐる攻防の歴史をふまえ，対米従
属を断ち切り，アジアに安定をもたらす，平和憲
法を真に実現する道筋を提示する．

唯物論研究年誌第21号
文化が紡ぐ抵抗／抵抗が鍛える文化 
唯物論研究協会編 43911-9 
A5判/224頁/3500円（2016.10）
3.11後に生みだされた新たな抵抗の形．そのあり
方に，抑圧的な政治・社会に抗す力を蓄え，多様
な運動や人々とつながる基層としての文化を探る．

資本主義を超える マルクス理論入門
 43099-4
渡辺憲正，平子友長，後藤道夫，蓑輪明子編
A5判/264頁/2400円（2016.9）
革命，経済，歴史に関する基礎理論を解説し，女
性／家族，エコロジー，ナショナリズムなど現代
の問題をマルクスの視点から考察．

増補版 赤ペンチェック 自民党憲法改正草案
 21115-9
伊藤真著
A5判/128頁/1000円（2016.9）
改憲勢力3分の2，いよいよ憲法改正へ？自民党の
改憲草案を逐条解説し好評を得た旧版に，最新情
勢と展望を加筆し緊急出版．

不可視の性暴力
性風俗従事者と被害の序列 35042-1
田中麻子著
46判/360頁/4800円（2016.8）
性暴力のなかで最も不可視化されている「性風俗
従事者」に対する被害の実態を詳らかにし，状況
改善のための糸口を探る．

99％のための経済学入門〈第２版〉
マネーがわかれば社会が見える 11121-3
山田博文著
A5判/240頁/1900円（2016.7）
1％の富裕層に仕える経済学ではなく99％の生活
者のための経済学を．アベノミクスの矛盾や中国
経済など最新データを補足した第2版．

大学生のためのメンタルヘルスガイド 
悩む人、助けたい人、知りたい人へ 41235-8 
松本俊彦編
A5判/224頁/1800円（2016.7）
大学生が直面しやすいメンタルヘルスの問題に対
してそれぞれの分野を代表する専門家がやさしく
解説．処方箋となる１冊．

そこが知りたい電力自由化
自然エネルギーを選べるの？ 33088-1 
高橋真樹著
46判/196頁/1600円（2016.7）
電力自由化とは何かという基礎知識をわかりやす
く解説し，自然エネルギーや「ご当地電力」を育
てていくための具体的な方途を探る．

「がまんする力」を育てる保育
河添理論の保育実践パート３ 41228-0 
今井寿美枝編著
A5判/224頁/1600円（2016.7）

「がまんする力」は「生活の中でつけていく力」
です．親から愛されているという自己肯定感を持
てるように接することで育まれていきます．

バーニー・サンダース自伝
 21114-2
バーニー・サンダース著　萩原伸次郎監訳
46判/416頁/2300円（2016.6）
アメリカ大統領選挙で大善戦！　働く人々，貧し
い人々，弱い立場の人々に味方し，驚異的な支持
を集めた「社会主義者」の闘いを記した自伝．

３.11と心の災害
福島にみるストレス症候群 36087-1
須藤康弘，蟻塚亮二著
46判/232頁/1800円（2016.6）
根こそぎ喪失という精神的な外傷体験に見舞われ
た被災者たちがかかえるストレス・トラウマ反応
の実態を相馬の診療現場から伝える．

隣国の肖像
日朝相互認識の歴史 52108-1
杉並歴史を語り合う会，歴史科学協議会編
46判/336頁/3200円（2016.6）
分かちがたい関係にある日本と朝鮮・韓国．近代
から現代まで，互いの姿をどのように認識してい
たのかを描き，相互理解の深化をめざす．

教育現場のケアと支援
場の力を活かした学校臨床 41227-3
丸山広人著
46判/336頁/3500円（2016.6）
発達障害や人間関係で学校に適応できない子ども
たち．長年にわたるフィールドワークと事例研究
により新しいコンサルテーションを提示．

現代グローバリゼーションとアメリカ資
本主義（戦後世界と日本資本主義―歴史と現状4） 
柿崎繁著 　　　10244-0
A5判/304頁/3000円（2016.5）
アメリカによる経済的・軍事的覇権の確立と揺ら
ぎ，それを補強するための戦略から，現代グロー
バリゼーションを分析する試み．

中東と日本の針路
「安保法制」がもたらすもの 21113-5
長沢栄治，栗田禎子編
46判/264頁/1800円（2016.5）
総勢40人の中東研究者たちが，「安保法制」に警
鐘を鳴らし，激動する情勢を読み解くとともに，
日本＝中東関係の未来を展望する．
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認知症の私からあなたへ
20のメッセージ 36086-4
佐藤雅彦著　ハービー・山口巻頭写真　鎌田實巻
末エッセイ 　46変/64頁/1200円（2016.5）
51歳のときにアルツハイマー病と診断されなが
ら，知恵と工夫で一人暮らしを続けてきた著者に
よる，勇気と励ましに満ちたメッセージ．

そもそもなぜをサイエンス　全６巻

A4変判/各40頁/揃価14400円
あたりまえの日常現象で意外に知られていないこ
とや，教科書では前提とされていることがらを取
り上げ，科学的思考の面白さを伝える科学読物．

①空はどうして青いのか
 40941-9
村松しづ子著　大橋慶子絵
A4変判/40頁/2400円（2016.5）
空が青いわけ，夕やけが赤いわけ，さらに雲が白
いことや虹が七色なのはなぜか．つきない疑問を
ていねいに順を追って図解します．

②風はどこから吹いてくる
 40942-6
鈴木邦夫著　大橋慶子絵
A4変判/40頁/2400円（2016.7）
風は温度差とそれによって生じる気圧の差で起き
ます．海風，冬の寒風，台風，竜巻からフエーン
現象，ジェット気流まで原理を図解．

③人はなぜ酸素を吸うのか
 40943-3
大川満里子著　大橋慶子絵
A4変判/40頁/2400円（2016.9）
酸素をからだ中のすべての細胞に運び，食べもの
から取り入れた有機物と反応させてエネルギーを
つくりだす巧妙なメカニズムを図解．

④植物はどうして緑なのか
 40944-0
青木夏子著　大橋慶子絵
A4変判/40頁/2400円（2016.11）
植物が緑色に見えるのは緑色の光を反射してその
ほかの色の光を利用しているからだ．光合成の目
的と仕組みなど不思議な生態を図解．

⑤食べものはなぜくさるのか
 40945-7
山崎慶太著　大橋慶子絵
A4変判/40頁/2400円（2017.1）
食物がくさるのは，細菌などが栄養を取り入れて
別の物質に変えてしまうからです．有機物→細菌
→無機物→有機物の循環を図解．

⑥電気はどこで生まれるの
 40946-4
小野洋著　大橋慶子絵
A4変判/40頁/2400円（2017.4）
静電気が起きるメカニズムと，電気の＋と－はも
ともと物質の原子のなかの陽子（＋）と電子（－）
によるものであることを図解．

根っこのえほん　全5巻
中野明正編　小泉光久文　根研究学会協力
A4変判/各40頁/揃価12000円
ページの下半分を開くと土の中の根が見え，上半
分を開くと花が咲いているしかけ絵本．同じ仲間
は花が同じことや，伝来，品種なども満載．

①おいしい根っこ
 40951-8 
中野明正編著　堀江篤史絵
A4変判/40頁/2400円（2016.6）
サツマイモやダイコン，ゴボウは植物の根を食べ
ているが，ジャガイモは地下茎，タマネギは茎を
食べている．ピーナッツは種が土の中で育つ．

②野菜の根っこ
 40952-5
中野明正編著　堀江篤史絵
A4変判/40頁/2400円（2016.8）
球になる野菜は地表の近くに，ホウレンソウなど
の葉菜は地中深くに根をはる．下半分をめくると
根が，上半分をめくると花が見える．

③フルーツの根っこ
 40953-2
河合義隆著　鶴田陽子絵
A4変判/40頁/2400円（2016.10）
地上の木と同じようなかたちをした根っこが地下
に伸びています．ページの下半分をめくると根が，
上半分をめくると花が見えます．

④水中にのびる根っこ
 40954-9
阿部淳著　堀江篤史絵
A4変判/40頁/2400円（2017.4）
イネ，ワサビ，レンコンなど水中から葉や茎を出
している植物の根はどうなっているのか？海藻，
マングローブなど水生植物の素顔を図解．

⑤大きな木の根っこ
 40955-6
平野恭弘著　鶴田陽子絵
A4変判/40頁/2400円（2017.2）
大きな木はからだを支えるために太い根を地中深
く伸ばし，地表付近では細い根を網の目のように
水平に広げて養分を吸収している．

わたしらしく、LGBTQ　全4巻
ロバート・ロディ，ローラ・ロス著　上田勢子訳　
LGBT法連合会監修
A5判/平均62頁/揃価8000円
どんな性でも胸を張って生きられる社会へ．最新
の知見と実践に基づいた10代のための解説書．

①多様な性のありかたを知ろう
 40711-8 

A5判/56頁/2000円（2017.1）
クラスに１人といわれる性的マイノリティ＝
LGBT（Q）．適切な知識に基づき，本人の自信と
周囲の理解を育てる実践的ガイド．
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②家族や周囲にどう伝える？
 40712-5

A5判/64頁/2000円（2017.2）
LGBTQであることを家族や周囲に打ち明けるか
どうは大きな悩み．適切なタイミングや方法，関
係づくりを実践的にアドバイス．

③トランスジェンダーってなに？
 40713-2

A5判/64頁/2000円（2017.3）
身体の性と心の性の不一致に違和感をいだく人を
トランスジェンダーと総称します．苦しみの原因
から適切なサポートや医療までを幅広くガイド．

④心とからだを大切にしよう
 40714-9

A5判/64頁/2000円（2017.4）
LGBTの若者の多くが直面する心理的な葛藤に対
処し，心と身体の調和を取り戻すための適切なア
ドバイスを提供．
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マルクス・フォー・ビギナー　全５巻 00530-7

A5判/平均144頁/各1200円（2009.7～10.4）
マルクスの著作を初めて読む読者のための古典シ
リーズ．マルクス思想の全体像をつかめる５作品
を選び，理解を助ける解説・年譜・注解を付した．

①共産党宣言
 00531-4
マルクス＝エンゲルス著　村田陽一訳　浜林正夫解説
A5判/112頁/1200円（2009.7）

「万国のプロレタリア団結せよ！」――資本主義の
限界があらためて問われる今，いっそう生命力を
増す歴史的宣言．

②空想から科学へ
 00532-1
エンゲルス著　村田陽一，寺沢恒信訳　浜林正夫解説
A5判/136頁/1200円（2009.7）
資本主義から社会主義への道筋を解き明かす，マ
ルクス思想の最良の入門書．

③賃労働と資本
 00533-8
マルクス著　村田陽一訳　金子ハルオ解説
A5判/128頁/1200円（2009.9）
マルクスが労働者のために書いた経済学の書．資
本主義における搾取のしくみを平易に説く．

④賃金・価格・利潤
 00534-5
マルクス著　土屋保男訳　金子ハルオ解説
A5判/176頁/1200円（2009.9）
労働運動の有効性を，賃金・価格・利潤の関係につ
いての，すぐれて経済学的な分析によって示した
名著．

⑤フォイエルバッハ論
 00535-2
マルクス＝エンゲルス著　渡邉憲正訳
山科三郎，渡邉憲正解説
A5判/160頁/1200円（2010.4）
マルクス「フォイエルバッハ・テーゼ」，エンゲルス「フォ
イエルバッハとドイツ古典哲学の終結」の画期的新訳．

唯物論研究年誌第15号
批判的〈知〉の復権 43905-8
唯物論研究協会編
A5判/376頁/3800円（2010.10）
氾濫する情報と新自由主義の浸透の中で，断片
化・市場化する知の現在を見据え，獲得すべき知
のありようと，人知の可能性を探る．

唯物論研究年誌第16号
市場原理の呪縛を解く 43906-5
唯物論研究協会編
A5判/336頁/3500円（2011.10）
3．11後，むしろ勢いを増す市場主義的な圧力．
その背景を批判的に解明し，生存と生活を保障す
る社会を構想する思想的営為．

唯物論研究年誌第17号
〈いのち〉の危機と対峙する 43907-2
唯物論研究協会編
A5判/264頁/3500円（2012.10）
3.11後，なお，軽んじられる人々の生存と生活．
この危機的状況に対し，〈いのち〉を軸に哲学・思
想を組み立て直す．

唯物論研究年誌第18号
デモクラシーを研ぎなおす 43908-9
唯物論研究協会編
A5判/264頁/3500円（2013.10）
民意との乖離に高まる政治不信．他方での社会運
動の広がり．社会変革の胎動を読み解き，デモク
ラシー実現の課題と方向性を探る．

唯物論研究年誌第19号
転換する支配構造―安倍政権的なもの
唯物論研究協会編 43909-6
A5判/252頁/3500円（2014.10）
経済，統治，生活の場面から安倍政権の特殊性と
普遍性を浮き彫りにし，新自由主義と軍事大国化
からの転換の可能性と課題を探る．

唯物論研究年誌第20号
生活を〈守る〉思想 43910-2 
唯物論研究協会編
A5判/240頁/3500円（2015.10）
支配層の強権主義的な政治に抗する動きのなかか
ら，人々の生活を〈守る〉ために，新たに立ちの
ぼる思想の可能性をつかむ．

動物倫理入門
 43098-7 
ローリー・グルーエン著　河島基弘訳
A5判/280頁/3400円（2015.11）
工場製品と化した畜産動物，医学の「進歩」に供
される実験動物…動物と人間の関係をめぐる倫理
的問題を包括的かつ簡潔に解説する．

抵抗と絶望
植民地朝鮮の記憶を問う 43097-0
金哲著，田島哲夫訳
46判/320頁/2800円（2015.3）
現代韓国を代表する文学研究者・金哲の透徹した
論考．日本の植民地支配期から今日にいたるまで
の植民地主義の構造と歴史認識を鋭く抉る．
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脱原発と工業文明の岐路
 43092-5
岩佐茂・高田純著
46判/272頁/2400円（2012.8）
3・11以後の歴史的転換についての哲学的なアプ
ローチ．工業文明と科学技術，低線量被曝，自然
観の再検討，脱工業社会などを考察．

弱さの思想
たそがれを抱きしめる 43096-3
高橋源一郎，辻信一著
46判/208頁/1600円（2014.2）

「弱さ」を中心に据えた町やコミュニティをフィ
ールドワークし，新しい共同体のあり方と思想と
しての「弱さ」を考察する．

降りる思想
江戸・ブータンに学ぶ 43093-2
田中優子，辻信一著
46判/224頁/1700円（2012.10）
私たちには今，降りることが必要とされている．
そのモデルは江戸とブータンにあり．311をふま
えて語りあう，日常に根づくしなやかな思想．

環境倫理と風土
日本的自然観の現代化の視座 43065-9
亀山純生著
46判/256頁/2500円（2005.7）
環境倫理は自然保護の現場にどう役立つか．基本
的諸命題を問い直し，日本的自然観に根ざした風
土を核とする共生型合意の規範を提起した力作．

言語的コミュニケーションと労働の弁証法
増補改訂版 現代社会と人間の理解のために 43038-3
尾関周二著
46判/392頁/3600円（2002.10）
マルクス主義の労働観を大胆に見直し，新しい人
間観で注目された旧版．エコロジー，情報化社会
の章を加え，マルクス思想の新たな可能性を提起．

市場社会と人間の自由
社会哲学論選 43091-8
カール・ポランニー著　若森みどり・植村邦彦・
若森章孝編訳　46判/384頁/3800円（2012.5）
経済と民主主義の危機という経験から，市場ユー
トピアを根源的に批判し，人間の自由を追究し続
けた知的格闘の軌跡．

自由主義と社会主義の規範理論
価値理念のマルクス的分析 43094-9
松井暁著
A5判/472頁/4500円（2012.12）
リバタリアニズム，コミュニタリアニズム，平等
自由主義……．現代規範理論において，マルクス
の社会主義はどう位置づけられるのか？

平等の哲学
新しい福祉思想の扉をひらく 43085-7
竹内章郎著
46判/272頁/2200円（2010.5）
一見単純に見えながら実は多様で奥深い「平等」
という難問を根源的に再検討．新たな平等論構築
のための理論的枠組みを提示．

いのちと責任
対談 高史明・高橋哲哉 43089-5
高史明・高橋哲哉著　李孝徳編
46判/216頁/2000円（2012.2）
人間・国家・罪・大地…自らを深く抉りながら現実の
問題に向きあう二人の鋭く，そして温かい対話が
読者を深い思考に誘ない，これからの道を照らす．

自由主義
福祉国家への思想的転換 43086-4
L・T・ホブハウス著　吉崎祥司監訳
46判/208頁/2500円（2010.5）
個人の自由を守りつつ，社会的平等の視点から市
場経済と私的所有の限界を指摘．福祉国家思想の
淵源となった著者の代表作．

わたしたちが正しい場所に花は咲かない
 43083-3
アモス・オズ著　村田靖子訳
46判/160頁/1900円（2010.3）
現代イスラエルを代表する作家が，「自分こそが正
しい」という姿勢にひそむ罠を指摘し，想像力と
ユーモアによる「共生の作法」を提案する．

言葉と戦争
 43072-7
藤井貞和著
46判/344頁/2500円（2007.11）
言葉は戦争に向き合えるだろうか．現代日本を代
表する詩人が，もっとも困難な問いに切り込む．
第八回日本詩人クラブ詩界賞受賞．

境界領域への旅
岬からの社会学的探求 43070-3
新原道信著
46判/296頁/2800円（2007.7）
20世紀そして21世紀の愚行／愚考がもたらす社
会的痛苦．たったひとりで“異郷／異境／異教”
の地に降り立つひとに捧ぐ“詩草”の書．

無能力批評
労働と生存のエチカ 43075-8
杉田俊介著
46判/352頁/2200円（2008.5）
フリーター論から障害学・生命倫理へ．労働・福
祉・運動の現場で研ぎ澄まされた仮借なき思考を
“批評”に託した渾身の第二作．

仕事のくだらなさとの戦い
（somo-somo双書） 32025-7
佐藤和夫著
46判/184頁/1300円（2005.12）
くだらない働き方・働かされ方から訣別し，人間
と人間の新たな関係をつくりだす時代のライフス
タイルの始まりを宣言する．

カール・マルクスの弁明
社会主義の新しい可能性のために 43080-2
聽濤弘著
46判/272頁/1600円（2009.5）
マルクスは資本主義をどう分析し，その理論的帰
結としての社会主義とは何だったのか．過去・現
在・未来を解き明かす入門的再読．
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マルクス主義と福祉国家
 43090-1
聽濤弘著
46判/248頁/2000円（2012.4）
多様な福祉国家論の論点を整理し，マルクス主義
の社会発展の展望における福祉国家の位置づけと，
新しい社会経済システムを探求．

未来社会を展望する
甦るマルクス 11115-2
基礎経済科学研究所編
46判/244頁/2800円（2010.9）
マルクスが資本主義の根本批判を通じて展望した
未来社会像（自由人の連合）を21世紀未来社会
論として展開する．

愛よ知よ永遠なれ　全4巻
グラムシ獄中からの手紙 54035-8
カプリオッリョ，フビーニ編　大久保昭男，坂井信義訳
46判/平均279頁/各1800円（1982.4～7）
ファシズム支配のもとで死の間際まで獄中生活を
送った一革命家が肉親への限りない愛と尽きせぬ
知的営為を書き綴る．獄中期の書簡437通の完訳．

現代に生きるグラムシ
市民的ヘゲモニーの思想と現実 43071-0
黒沢惟昭著
46判/328頁/4000円（2007.11）
没後70年，最新の研究成果を総括し，グラムシ
の思想が現代の世界秩序を批判的に分析する可能
性を広げていることを明らかにする．

グラムシ『獄中ノート』研究
思想と学問の新地平を求めて 43088-8
鈴木富久著
A5判/336頁/4800円（2010.10）

『獄中ノート』の多様な論題を綿密に検討するな
かで，そこに潜む深遠なグラムシ思想の論理の一
貫性とその内的体系性を解明する．

アーレントとマルクス
 43061-1
吉田傑俊，佐藤和夫，尾関周二編
46判/240頁/2800円（2003.9）
時代を考え抜いた２人の思想家は，どのように現
実と対決したか？その追体験を通じて，現代が提
起する問題を解く新しい原理を探る．

市民社会論
その理論と歴史 43066-6
吉田傑俊著
A5判/336頁/3400円（2005.7）
マルクス市民社会論の理論的再構成を軸に西欧市
民社会論の歴史的展開を検討するとともに，〈現代
的〉市民社会論の諸潮流を理論的に集約する．

マルクス思想の現代的可能性
民主主義・市民社会・社会主義 43053-6
吉田傑俊著
46判/224頁/2500円（1997.6）
マルクス思想にもはや未来はないのか．戦後日本
における近代主義との論争にたちかえり，階級性
と市民性を統合する社会主義の可能性を探る．

知識人と大衆
文人インテリゲンチャにおける高慢と偏見 43056-7
ジョン・ケアリ著　東郷秀光訳
46判/320頁/4600円（2000.11）

「大衆文化」現象に直面した英国知識人の隠され
た不安と憎悪を抉りだし，イギリスの論壇を二分
する論争を巻き起こした話題の書．

ポストモダニズムの幻想
 43055-0
テリー・イーグルトン著　森田典正訳
46判/208頁/2600円（1998.5）　
明晰で華麗なレトリックをちりばめた文章は現代
思想の閉塞状況を打ち破る．社会・歴史観にまで
及ぶ広いパースペクティヴをもった待望の作品．

リキッド・モダニティ
液状化する社会 43057-4
ジークムント・バウマン著　森田典正訳
46判/296頁/3800円（2001.6）
名著『近代とホロコースト』で欧米の思想界に衝
撃をあたえた現代ヨーロッパ最高の知性による新
作．漂泊する人間的状況の「いま」を問う．

不安な経済／漂流する個人
新しい資本主義の労働・消費文化 43073-4
リチャード・セネット著　森田典正訳
46判/216頁/2300円（2008.1）
グローバル経済の下で投機に翻弄される企業，不
安定化する労働，消費される政治などの諸事象か
ら，ポスト近代の人間疎外を描く．

動物のいのち
 60046-5
J・M・クッツェー著　森祐希子，尾関周二訳
46判/256頁/2600円（2003.11）
ノーベル文学賞受賞作家クッツェーによる小説仕
立ての講演と５名の寄稿で構成．人間とは何か，
動物とは，共感とは，いのちとは何かに迫る．

死体は見世物か
「人体の不思議展」をめぐって 33077-5
末永恵子著
46判/216頁/1800円（2012.8）
1000万人近くを動員した「人体の不思議展」．死
体標本の一般展示は死者への冒涜ではないか――
倫理的諸問題を提起する．

福沢諭吉と中江兆民
〈近代化〉と〈民主化〉の思想（近代日本思想論１）
吉田傑俊著 43901-0
46判/272頁/2800円（2009.1）
近代日本の啓蒙思想，自由民権思想の代表的思想
家である２人の思想的軌跡を〈近代化〉〈民主化〉
をキーワードとして比較・追究する．

「京都学派」の哲学
西田・三木・戸坂を中心に（近代日本思想論２） 43902-7
吉田傑俊著
46判/344頁/3400円（2011.6）
時代を反映して理論的・実践的に多様な思想形成
と政治行動をともなった京都学派．代表的な哲学
者を中心に全体像と論点を解明する．
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丸山眞男と戦後思想
（近代日本思想論3）  43903-4
吉田傑俊著
46判/288頁/2800円（2013.11）
死後15年を経て，いまなお賞賛と論難のなかに
ある丸山眞男．その主要な著作の再考察により，
新たな丸山論・戦後思想論を探求する．

知識人の近代日本
（科学全書46） 40156-7
吉田傑俊著
B6判/192頁/1456円（1993.1）
なぜ民主化を欠いた近代化がありえたか．近代日
本が輩出した思想家たちの苦闘をたどり，転換期
の今日における知識人の役割を検証．

恒藤恭の思想史的研究
戦後民主主義・平和主義を準備した思想 43062-8
広川禎秀著
A5判/320頁/6800円（2004.2）
法学者・恒藤の思想史的研究．ファッショ体制に
対峙した1930年代の学問と社会的活動等を分析
し，その思想の稜線を捉えた力作．

大江満雄論
転形期・思想詩人の肖像 43076-5
渋谷直人著
46判/408頁/4800円（2008.9）
日本の精神史にあらわれた稀有な詩人の生涯を，
すべての作品を射程に入れ，初めて一望のもとに
おく渾身の評伝．吉本隆明氏推薦．

癩
らい

者
しゃ

の憲章
大江満雄ハンセン病論集 43077-2
大江満雄著　木村哲也編
46判/312頁/3200円（2008.9）
全国のハンセン病療養所に暮らす人びとと詩作を
とおして交流をつづけた詩人，大江満雄の文章を
一書にまとめる．鶴見俊輔氏推薦．

平和と和解の思想をたずねて
 43084-0
平和と和解の研究センター／足羽與志子・濱谷正晴・
吉田裕編著
46判/360頁/3400円（2010.6）
平和と和解について，現代の社会科学は何を思考
しうるか．新たな思想領域をひらく試み．

おしゃべり・雑談の政治哲学
近代化が禁じた女たちの話し合いと〈講〉 35035-3
岩谷良恵著
A5判/224頁/4200円（2011.11）
アーレントの〈活動〉概念を手がかりに，〈講〉や
社会教育の話し合いグループの検討から，公共的
空間の再構築の可能性を探る．

近代日本 女性倫理思想の流れ
 52060-2
布川清司著
46判/232頁/2200円（2000.4）
近代日本女性のあるべきあり方・生き方を女性倫
理思想として捉え，新聞・雑誌で権力者（男性・父
親・夫）側の発言や主張から実証的に考察．

科学的認識の理論
 43030-7
岩崎允胤，宮原将平著
A5判/520頁/5631円（1976.6）
科学的認識とは何かを方法論として深め，体系化．
人類史の歴史的発展にともなう，諸科学の認識論
的統合への方向が展望される．

月
がつ

愛
あい

三
ざん

昧
まい

親鸞に聞く 43081-9
高史明著
46判/928頁/9000円（2010.7）
40年にわたり親鸞の声に耳を澄ませてきた著者
が，日本と朝鮮，自分自身の生涯とともに，日本
史の闇に深い眼差しをそそぐ大著．

ヒンドゥー教と仏教
宗教社会学論集Ⅱ 43082-6
マックス・ヴェーバー著　古在由重訳
A5判/536頁/8500円（2009.11）
ヴェーバーの大作『宗教社会学論集』第２巻の日
本を代表する唯物論哲学者・古在由重による全訳．
その公刊が待望されていた遺作．

ノアの大洪水
西洋思想の中の創世記の物語 53031-1
コーン著　浜林正夫訳
A5判/200頁/2800円（1997.12）
ノアの大洪水の物語の真実性をめぐってくりひろ
げられた，千数百年にわたる論争史を描きながら，
西洋の科学と思想の歴史にユニークな光をあてる．

考えるサル
知能の進化論 42009-4
バーン著　小山高正，伊藤紀子訳
46判/384頁/3600円（1998.2）
サルの仲間をはじめ動物たちの行動を広く観察し，

「考えるとは何か？」「模倣とは？」と問いかけ，
心理学に進化論を導入する大胆な挑戦．

傷を愛せるか
 42012-4
宮地尚子著
46判/176頁/2000円（2010.1）
トラウマと向き合う精神科医が，旅先や臨床現場
で，傷ついた人たちの心に触れながら綴ったエッ
セイ集．痛みを抱えて生きる人に．

男が暴力をふるうのはなぜか
そのメカニズムと予防 42013-1
ジェームズ・ギリガン著　佐藤和夫訳
46判/240頁/2800円（2011.2）
暴力を引き起こす男性性の論理を分析し，その予
防法を三段階で提案．ジェンダー平等と非暴力の
地平を見据える暴力論．

依存症者を治療につなげる
対人援助職のための初期介入（インタベンション）入門　42017-9
水澤都加佐著
A5判/144頁/1600円（2015.2）
治療を受けようとしない依存症者に周囲は苦労し
通し．本書で初期介入を体系的に学べば成功率
80％で治療につながる．チェックリスト多数付．
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仕事で燃えつきないために
対人援助職のメンタルヘルスケア 42011-7
水澤都加佐著
A5判/128頁/1450円（2007.8）
援助職の職業病とも言われる「もえつき」．原因，
症状，プロセス，予防などを解説．多数のチェッ
クリスト付．援助職必携の書．

悲しみにおしつぶされないために
対人援助職のグリーフケア入門 42014-8
スコット・ジョンソン，水澤都加佐著
A5判/144頁/1500円（2010.9）
援助専門職にとってグリーフケアへの理解は必須
です．豊富な事例で喪失からの回復と手法を解説．
すぐに役立つチェックリスト付．

自殺，なぜ？　どうして！
自殺予防，自殺企図者と自死遺族のケアのために 42015-5
エリック・マーカス著　水澤都加佐訳
46判/256頁/1900円（2012.7）
自殺に関する200以上の質問に，簡潔に丁寧に心
を尽くして答える．自死遺族や自殺企図者，カウ
ンセラー，医師，教育者に役だつ．

子どもの悲しみによりそう
喪失体験の適切なサポート法 42016-2
ジョン・ジェームス，ラッセル・フリードマン，レ
スリー・ランドン著，水澤都加佐，黒岩久美子訳
46判/272頁/2400円（2014.6）
子どもの喪失体験（家族やペットとの死別，親の離
婚，引越）を援助する効果的なプログラムを解説

カウンセリングで何ができるか
 36060-4
信田さよ子著
46判/176頁/1500円（2007.12）
単なる悩み相談を超えた，もっと生々しい現実と
果敢に向き合い，具体的で現実的な解決をめざす
アクティブなカウンセリングの手法を明かす．

ヘンでいい。
「心の病」の患者学 36065-9
斎藤学，栗原誠子著
46判/224頁/1600円（2009.4）

「治さない精神科医」に「主張する患者」が挑ん
だ“こころ”問答．本音の激突が精神医学の常識
を塗りかえる，前代未聞の対話録．

うつ病を体験した精神科医の処方せん
医師として，患者として，支援者として 36055-0
蟻塚亮二著
46判/192頁/1500円（2005.9）
うつ病は薬を上手に利用し，ライフスタイルを変
えることで必ず改善する．自らのうつ病体験と医
師としての治療経験をもとに回復への方途を語る．

統合失調症とのつきあい方
闘わないことのすすめ 36058-1
蟻塚亮二著
46判/208頁/1500円（2007.6）
統合失調症は適切な薬と環境整備によって回復可
能な病気である．幻聴や妄想などといかに上手に
つきあっていくかを具体的に解説．

高齢者がうつ病になるとき
予防とケアのために 61224-6
西脇巽著
46判/184頁/1500円（2010.8）
子どもの巣立ち，夫との死別，先行き不安，孤独，
孫の心配，引っ越しなどを契機に発病する高齢期
うつ病の原因・特徴・対応を解説．

死なないで
重いうつ病に苦しむあなたへ 36057-4
間瀬中子著
46判/216頁/1500円（2007.5）
躁状態からうつ状態へ，錯乱，自殺未遂をくり返
し，入院を機に少しずつ回復へと向かう．壮絶な
体験から「死なないで」と切実に訴える．

死の自己決定権のゆくえ
尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植 36069-7
児玉真美著
46判/232頁/1800円（2013.8）
尊厳死とその制度化の問題点を考え，世界各国で
安楽死・自殺幇助・治療の強制終了などが合法化さ
れている驚くべき事実を告発する．

認知症になった私が伝えたいこと
36082-6

佐藤雅彦著
46判/208頁/1600円（2014.11）
51歳の時に認知症の診断を受け，心の葛藤や日
常生活の困難に対峙しながらも，前向きな生き方
を模索してきた著者からのメッセージ．



12

歴 史
資料集
日本史
外国史
歴史一般
地理
伝記

資料集 総力戦と文化　全3巻
赤澤史朗，北河賢三，高岡裕之編
A5判/平均528頁/①②各15000円③未刊
日中戦争・アジア太平洋戦争期の総動員体制下で，
知識人・文化人はこの事態にどう対処したか．戦
時下の文化状況解明のための基礎資料を収録．

①大政翼賛会文化部と翼賛文化運動

北河賢三編 50211-0
A5判/528頁/15000円（2000.12）
大政翼賛会文化部による文化団体組織方針，「事業
報告」，「文化運動資料」，および地方文化運動の様
子を詳しく伝える各地の資料を収録する．

②厚生運動・健民運動・読書運動

高岡裕之編 50212-7
A5判/528頁/15000円（2001.4）
レクリエーションや健康増進に至るまで国民生活
全般が国策に組み込まれた．推進役となった大政
翼賛会厚生部の資料により実態を明らかにする．

従軍慰安婦資料集
 52025-1
吉見義明編集・解説
46判/608頁/6500円（1992.11）
日本軍の陣中日誌をはじめ，米軍の日本兵捕虜尋
問報告・オーストラリア従軍看護婦の証言など，
貴重な記録を総集．

米戦時情報局の『延安報告』と
日本人民解放連盟 52075-6
山極晃著
46判/本巻368頁別冊80頁/5200円（分売不可）（2005.7）
日本人民解放連盟の反戦ビラを紹介しながら中国
共産党・八路軍の日本人捕虜政策，米軍と中国共
産党の対日心理作戦を初めて系統的に分析．

資料 マンハッタン計画
 52026-8
山極晃，立花誠逸編　岡田良之助訳
A5判/818頁/14563円（1993.9）
史上最大の科学開発プロジェクトの発端から原爆
の効果の事後調査までの経過を，初めて日本で公
開される米国の最高軍事機密文書で克明に追跡

証言記録　市民たちの戦争　全3巻
NHK「戦争証言」プロジェクト編　吉田裕，一
ノ瀬俊也，佐々木啓監修
銃後の体験を記録したNHKのシリーズ「市民た
ちの戦争」．未放送の部分も含めて書籍化．

①銃後の動員 50216-5

46判/388頁/2600円（2015.6）
軍用機工場の戦い～群馬・中島飛行機／ぼくたち
は兵器を作った～大阪砲兵工廠　ほか

②本土に及ぶ戦禍 50217-2
46判/368頁/2600円（2015.8）
海に沈んだ学友たち～沖縄・対馬丸／禁じられた避
難～青森市／爆撃された教室～大分・保戸島　ほか

③帝国日本の崩壊 50218-9 
46判/344頁/2600円（2015.9）
悲劇の島　語れなかった記憶―沖縄・伊江島／楽
園の島は地獄になった～テニアン島　ほか

日本社会の歴史　上・下

歴史教育者協議会（歴教協）編
上＝宮原武夫・山田邦明・深谷克己著 52096-1
下＝大日方純夫・山田朗・早川紀代・石山久男著 

52097-8
A5判/上296頁下360頁/各2500円（上2012.9下2012.11）

高度成長の時代　全３巻 52090-9

大門正克，大槻奈巳，岡田知弘，佐藤隆，進藤兵，
高岡裕之，柳沢遊編
46判/頁不同/各3800円（2010.10～2011.3）
冷戦構造を背景に未曾有の経済成長を遂げた日本
社会．その歴史的特質に迫る．

①復興と離陸
 52091-6

46判/408頁（2010.10）
1950年代半ばから60年代半ばまでを中心に，国
家構造，地域開発，教育，社会保障，ジェンダー
秩序などのテーマから，その歴史を描き出す．

②過熱と揺らぎ
 52092-3

46判/368頁/3800円（2010.12）
1960年代半ばから70年代半ばまでを中心に，家族，
社会，政治，経済，東南アジアとのかかわりなど
のテーマから，その歴史を描き出す．

③成長と冷戦への問い
 52093-0

46判/384頁/3800円（2011.3）
農村や川崎のスラム街，沖縄など地域の変貌や，
保育運動，ウーマンリブ，文化運動など暮らしと
思想の変化から高度成長の時代を捉え返す．
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歴史を読み替える
ジェンダーから見た世界史 50181-6
三成美保，姫岡とし子，小浜正子編
A5判/320頁/2800円（2014.5）
高校の教科書に対応した，ジェンダー視点による
初めての世界史．多数の資料とともに新たな歴史
像を描き出す，画期的なテキスト．

歴史を読み替える
ジェンダーから見た日本史 50182-3
久留島典子，長野ひろ子，長志珠絵編
A5判/288頁/2800円（2015.1）
高校の教科書に対応した，ジェンダー視点による
日本通史．多数の資料とともに新たな歴史像を描
き出す，画期的なテキスト．

向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史
近現代編  52100-5
歴史教育者協議会（日本），全国歴史教師の会（韓国）編
A5判/320頁/2800円（2015.1）
加害と被害の近現代史をともにもつ日本と韓国．
日韓の歴史教師たちがその歴史を見つめ直し，和
解と共存の可能性を探る．

はじめて学ぶ日本近代史　上・下
上＝開国から日清・日露まで 上52068-8
下＝日露戦後から敗戦まで 　下52069-5
大日方純夫著
A5判/上200頁下224頁/各1800円（上2002.3下2003.3）
開国から敗戦までを，〈内〉〈外〉からの眼，女性・
子どもの視点などを交差させながら描き出す．

靖国の子
教科書・子どもの本にみる靖国神社 52105-0
山中恒著
A5判/160頁/1600円（2014.12）
戦没し靖国神社の神とされた将兵の子弟「靖国の
子」．絵本，雑誌，綴方，詩，歌，教科書を基に「靖
国の子」を育てた教育・文化を問う．

ドキュメント 真珠湾の日
 52023-7
木畑洋一，佐々木隆爾，高嶋伸欣，
深澤安博，山崎元，山田朗編
A4判変型/248頁/5631円（1991.12）
日本が太平洋戦争に突入した日，人々はどう行動
し，何を考えたか，資料と写真で再現する．

写真集 女たちの昭和史
 62004-3
米田佐代子，岩井サチコ，嬉野京子，
折井美耶子，早川紀代，山本千恵編
A4判変型/176頁/3010円（1986.1）

「女の手による」女たちの昭和史．戦争と平和を
視点に，女の生活の実相にせまる女性史．

近代天皇制権力の創出
52104-3

平田哲男著
A5判/672頁/8500円（2014.11）
天皇（制）権力による「抑圧」と「統合」が，現
実の政治支配の過程でいかに創出され，運用され
ていったのか具体的に明らかにする．

近代天皇制国家の歴史的位置
普遍性と特殊性を読みとく視座 52085-5
安田浩著
46判/336頁/3400円（2011.10）
急激な近代化のなかで生みだされた近代天皇制．
その特殊な構造を現代的視点から捉え直し，新た
な分析視角と方法を提示する．

朝鮮半島で迎えた敗戦
在留邦人がたどった苦難の軌跡 52107-4 
城内康伸，藤川大樹著
46判/272頁/1600円（2015.7）
敗戦時，朝鮮半島に残された日本人は，どのよう
な運命をたどったのか．証言と資料を駆使して綴
るノンフィクション．

戦争犯罪の構造
日本軍はなぜ民間人を殺したのか 52078-7
田中利幸編
46判/304頁/3600円（2007.2）
市民に対する無差別殺戮はなぜ起こりえたのか．
日清戦争以降の日本軍による民衆虐殺事件を，軍
の組織構造や兵士心理などから多角的に検証．

沖縄戦と心の傷
トラウマ診療の現場から 36081-9
蟻塚亮二著
46判/272頁/1900円（2014.6）
死体に足がめり込む感覚，強烈な不眠やうつ…老
いや近親者の死を契機に覚醒する戦争の記憶とそ
れが人間の精神に与える深刻な被害を告発する．

沖縄戦が問うもの
 52082-4
林博史著
46判/256頁/1800円（2010.6）
沖縄戦の全体像と，集団自決やそれを生んだ軍の
姿勢，住民動員など33の論点を検証．沖縄戦を
問いとして今に引き継ぐための入門書．

沖縄戦と民衆
 52067-1
林博史著
46判/420頁/5600円（2001.12）
膨大な記録・資料をもとに，沖縄戦のなかに生き
た民衆像を全面的にとらえようとする調査研究．
ステレオタイプ化された沖縄民衆像を一新．

学童集団疎開史
子どもたちの戦闘配置 52054-1
逸見勝亮著
46判/304頁/3600円（1998.8）
学童疎開が当時の戦局や教育政策とどのようにか
かわっていたかを，初めて系統的に明らかにした
パイオニア的な研究．

天皇裕仁と東京大空襲
 52031-2
松浦総三著
46判/224頁/2233円（1994.3）
10万人焼死を招いた東京大空襲．天皇裕仁はじ
め戦争指導者はこの事態を避けえなかったか？　
豊富な史料をもとに初めて描く歴史の真実．
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「慰安婦」バッシングを越えて
「河野談話」と日本の責任 52089-3
「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンタ
ー編　西野瑠美子，金富子，小野沢あかね責任編集
46判/280頁/2200円（2013.6）

「河野談話」見直しなど，高まる右翼的傾向．「慰安
婦」問題の解決に向け，日本がすべきことは何か．

重
じゅう

重
じゅう

中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の物語　 52087-9
安世鴻（アン・セホン）写真・文
A5判/176頁/2500円（2013.6）
中国大陸にとり残された元「慰安婦」を訪ね，彼
女らの折り重なる痛みを記録．ニコンサロンでの
展示中止が問題となった写真展の書籍化．

“記憶”と生きる
元「慰安婦」姜徳景の生涯 52106-7
土井敏邦著
46判/236頁/1800円（2015.4）
アジア太平洋戦争下，「慰安婦」にされた一人の朝
鮮人女性・姜徳景（カン・ドクキョン）の半生を追
い，その“顔”と“痛み”を描き出す．

日韓基本条約が置き去りにしたもの
植民地責任と真の友好 52103-6
吉岡吉典著，吉澤文寿解説
46判/352頁/3200円（2014.11）
両国での反対運動を押し切り1965年に強行採決
された日韓諸条約．「慰安婦」や領土問題など，今
に至る「歪み」がわかる遺稿集．

再論 東京裁判
何を裁き，何を裁かなかったのか 52099-2
田中利幸，ティム・マコーマック，ゲリー・シンプソン編著
46判/616頁/6800円（2013.12）
国際人道法，国際刑事法，日本近現代史などを専
門とする第一線の研究者たちが，東京裁判の歴史
的意義と問題点を根本的かつ総合的に検討する．

ベトナム“200万人”餓死の記録
1945年日本占領下で 33029-4
早乙女勝元著
A5判/184頁/1748円（1993.9）
戦中日本はベトナム等からの徴発米で飢えをしの
いだ．その頃起きた惨劇の実像を示す写真を発掘
し，現地での生存者取材をもとに歴史の闇に迫る．

歴史学が問う 公文書の管理と情報公開
特定秘密保護法下の課題 51010-8 
安藤正人，吉田裕，久保亨編
46判/264頁/3500円（2015.5）
秘密保護法がもたらす問題を近現代の歩みと現状
から検証．国民主権の理念を掲げる情報公開法と
公文書管理法の拡充による対抗を示す．

戦時児童文学論
小川未明，浜田広介，坪田譲治に沿って 52083-1
山中恒著
46判/368頁/2800円（2010.11）
戦時下に続々と出た戦線美談集や銃後美談集．三
大作家の作品に沿って，資料をもとに検証し，国
体原理主義の復興に警笛を鳴らす．

天皇裕仁と地方都市空襲
 52037-4
松浦総三著
46判/240頁/2330円（1995.4）
全国57都市を焦土と化した空襲と原爆投下．その
実況と天皇はじめ支配層の動向，マスコミ報道を
重ね合わせ戦争・空襲責任を庶民の立場から追求．

天皇の軍隊と日中戦争
 52076-3
藤原彰著
46判/288頁/2800円（2006.5）

「三光作戦」を扱った論文のほかに天皇の軍隊の
特質をわかりやすく説いた貴重な研究や歴史家と
しての回想を収めた．

「百人斬り競争」と南京事件
史実の解明から歴史対話へ 52080-0
笠原十九司著
46判/288頁/2600円（2008.6）
軍人はなぜ日本刀を携行したのか．「百人斬り競
争」は創作記事か．文献史料を検証し，歴史学の
立場から「論争」に終止符を打つ．

南京事件と三光作戦
未来に生かす戦争の記憶 52057-2
笠原十九司著
46判/336頁/3200円（1999.8）

「南京事件まぼろし」説との不毛な論争を脱し，
世界史のパースペクティヴから，日本の戦争責任
問題に照明をあてる．

中国河北省における三光作戦
虐殺の村・北 村 52074-9
石田勇治，井上久士，小野寺利孝，田中隆，松井繁明編
46判/296頁/3400円（2003.7）
三光作戦を，日中戦争全体における位置づけ，ナ
チのジェノサイドとの比較，戦争犯罪などの視点
から多面的に究明する．

中国山西省における日本軍の毒ガス戦
 52072-5
粟屋憲太郎編
46判/320頁/5800円（2002.12）
日中戦争のさなか，中国の山地で国際的注視の網
をくぐって密かに，かつ大規模に毒ガス戦が遂行
された．現地調査と文書資料でその実態に迫る．

日本軍の化学戦
中国戦場における毒ガス作戦 52046-6
紀学仁主編　村田忠禧訳　藤原彰，粟屋憲太郎解説
46判/416頁/3689円（1996.6）
日本軍による毒ガス作戦の全体像をはじめて明ら
かにした研究．日中両国で発掘された資料をもと
に，日中戦争のイメージを一変させる衝撃の書．

共同研究 日本軍慰安婦
 52039-8
吉見義明，林博史編著
46判/248頁/2524円（1995.8）
データをもとに，日本軍慰安婦・慰安所の全体像
と全展開過程を描こうとする，はじめての試み．
｢慰安婦｣問題研究の到達点を示す基本文献．



15

新
刊

哲
学

政
治

労
働

経
済

社
会

教
育

児
童
・
Ｙ
Ａ

生
活

芸
術

自
然
科
学

歴
史

原爆犯罪
被爆者はなぜ放置されたか 24010-4
椎名麻紗枝著
46判/240頁/2000円（1985.10）
アメリカと日本政府は，被爆者に対してどのよう
な人権侵害をおこなってきたか．“原爆犯罪”を，
公開された新資料などの証拠をもとに告発．

戦後史のなかの福島原発
開発政策と地域社会 52102-9
中嶋久人著
46判/240頁/2500円（2014.7）
立地を決めた地域と，拒否した地域－－実験炉導
入以後，地域社会における原発の受容過程をリス
クとリターンの交換関係から描く．

戦後日本の人身売買
 35036-0
藤野豊著
46判/400頁/3900円（2012.8）

「戦後民主主義」の下，女性・子どもの人身売買は
「暗黙の了解」としてまかり通っていた．研究史
の空白を埋める貴重な成果．

象徴天皇制とは何か
 52017-6
日本現代史研究会編
46判/144頁/900円（1988.12）
昭和天皇容体急変以後の｢Ｘデー・フィーバー ｣に
乗じて，天皇の戦争責任免責と元首化が画策され
た．事態を憂慮した歴史家たちの直言． 

現代史発掘
 52049-7
粟屋憲太郎著
46判/272頁/2700円（1996.12）
東京裁判の実相究明に長年精力的にとりくんでき
た著者が，新たに発掘した資料にもとづいて歴史
の断面を描いた最近の論文を集成．

「戦後革新勢力」の奔流
占領後期政治・社会運動史論1948－1950 52084-8
法政大学大原社会問題研究所・五十嵐仁編
A5判/416頁/4800円（2011.3）
占領後期の日本における社会運動の展開と曲折を
追う．『「戦後革新勢力」の源流』（大月書店，2007
年）の続編．

戦後社会運動史論
1950年代を中心に 21087-9
広川禎秀，山田敬男編
46判/264頁/2900円（2006.1）
50年代のさまざまな社会運動の分析を通じて，今
日の民主主義破壊（＝改憲政策）に対抗するため
の新たな社会運動の課題を探る．

戦後社会運動史論②
高度成長期を中心に 21104-3
広川禎秀・山田敬男編
46判/304頁/3500円（2012.3）
60年安保，革新自治体の誕生など，高度成長期
に高揚した社会運動を多面的に分析し，その主体
形成や民主主義的な成熟を分析する．

レッド・パージとは何か
日本占領の影 52033-6
三宅明正著
46判/296頁/2913円（1994.9）
新発見の資料を駆使し，深い闇に包まれていたレ
ッド・パージの内幕と全体像を描く．戦後の最重
要テーマに正面から取り組んだ研究の集大成．

戦後史の汚点　レッド・パージ
GHQの指示という「神話」を検証する　　52098-5
明神勲著
46判/328頁/3200円（2013.8）
新たに発見したGHQ資料をもとに，レッド・パー
ジ＝GHQの指示というこれまでの通説が，じつ
は「神話」であることを実証的に明らかにする．

吉田茂とサンフランシスコ講和　上・下
 上52047-3　下52048-0
三浦陽一著
46判/上272頁下336頁/上3000円下3200円（上1996.9
下96.10）
戦後の繁栄をきずいた宰相という伝説を洗い直し，
日米安保体制成立にいたる複雑なプロセスを検証．

戦後体制の形成
 52016-9
日本現代史研究会編
46判/288頁/2500円（1988.5）
対日講和条約発効に前後する時期の国際関係，保
守政党，財界，労働界の動態を分析．諸潮流がせ
めぎあいながら，戦後体制を形成する過程を考察．

歴史の法廷
家永教科書裁判と歴史学 52053-4
教科書検定訴訟を支援する歴史学関係者の会編
A5判/240頁/2600円（1998.1）
1965年に始まった家永裁判は，歴史学や歴史教育，
また日本社会に対して何を問うてきたのか．32
年間の成果と課題を歴史学の立場から総括する．

忘れられた地域史を歩く
近現代日本における差別の諸相 52077-0
藤野豊著
46判/248頁/2400円（2006.10）
部落，ハンセン病，優生思想，アイヌ，買売春，
イタイイタイ病．国家の暴力が露呈する現場を歩
き，歴史学の視野の外に置かれた人々と向き合う．

「生存」の東北史
歴史から問う3.11 52088-6
大門正克，岡田知弘，河西英通，川内淳史，高岡裕之編
46判/320頁/2800円（2013.5）
災害と開発，差別と後進を強いられながら「生存」
の足場を創る試みがなされた東北．歴史を掘り起
こし3.11後の現在と往還する．

すっきり！わかる　歴史認識の争点Ｑ＆Ａ
 52101-2
歴史教育者協議会（歴教協）編
A5判/160頁/1500円（2014.5）
南京虐殺はでっちあげ？「慰安婦」制度はどの国
にもあった？　巷にあふれる歴史の歪曲にきっぱ
り反論できる論拠と証拠をこの１冊に．
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②市民革命～第一次世界大戦
 50202-8

A5判/128頁/1300円（2000.3）
〔質問〕フランス革命で国民は何を手にいれた
の？／イギリスでは子どもが12時間も働いてい
たってホント？／など

③世界恐慌～21世紀への扉
 50203-5

A5判/128頁/1300円（2000.3）
〔質問〕独裁者のヒトラーやムッソリーニはどう
やって権力を握ったの？／「ベルリンの壁」をこ
わしたのは誰？／など

これならわかる
オリンピックの歴史Q&A 50222-6
石出法太，石出みどり著
A5判/184頁/1600円（2016.4）
国際平和のイメージの一方，政治利用や商業主義
もつきまとうオリンピック．古代以来の歴史を，
光と影の両面をふまえてまとめる．

これならわかる
アメリカの歴史Q&A 50221-9
石出法太，石出みどり著
A5判/160頁/1600円（2015.4）
先住民時代から現代まで超大国アメリカが出現し
た過程を追う．ディズニー，映画，野球，音楽，
ミュージカルなども取り上げる．

これならわかる
台湾の歴史Q&A 50198-4
三橋広夫著
A5判/144頁/1500円（2012.5）
台湾って国じゃないの？　中国との関係は？　占
領されていたのになぜ親日？　台湾の知られざる
歴史を多くの写真と共にひもとく．

これならわかる
韓国・朝鮮の歴史Ｑ＆Ａ 50204-2
三橋広夫著
A5判/128頁/1400円（2002.8）
朝鮮半島になぜ２つの国ができたの？それ以前に
はどんな歴史があったか？韓国・朝鮮の古代から
現代までの歴史をＱ＆Ａでわかりやすくまとめる．

これならわかる
中国の歴史Ｑ＆Ａ 50205-9
宮崎教四郎，秋葉幹人著
A5判/128頁/1400円（2003.3）
漢字は誰がつくったか．孫悟空はどのように英雄
になったかなど，興味深いエピソードを織り込み，
黄河文明から現代中国までの歴史をひも解く．

これならわかる
ベトナムの歴史Ｑ＆Ａ 50208-0
三橋広夫著
A5判/128頁/1400円（2005.7）
たえず大きな変化にさらされてきたベトナムの歴
史を，隣国のラオス・カンボジアとともに，わか
りやすく学ぶ．

これならわかる 日本の歴史Ｑ＆Ａ　全3巻
加藤文三，市川真一，石井郁男著
A5判/平均132頁/揃価3600円
暗記，暗記の歴史授業のおかげで多くの子どもが
歴史ぎらいになっています．でもそこは教え方し
だい．だれでもが歴史好きになるような本の登場．

①旧石器～平安
 50151-9

A5判/136頁/1200円（1992.4）
〔主な質問〕昔の年代はどうしてわかる？／ヤマ
タイ国はどこに？／この古墳はだれのもの？／仏
教が伝わる前の日本の宗教は？　ほか

②鎌倉～江戸
 50152-6

A5判/136頁/1200円（1992.4）
〔主な質問〕源義経がモンゴル帝国の王になった
ってホント？／鉄砲をもってきたポルトガル人と
は何語で話したの？　ほか

③幕末～現代
 50153-3

A5判/128頁/1200円（1992.4）
〔主な質問〕ペリーは太平洋をこえてきたの？／
県の名はどうやって決めたの？／関東大震災のと
きどうして朝鮮人が殺されたの？　ほか

これならわかる
東北の歴史Ｑ＆Ａ 52081-7
一戸富士雄，榎森進著
A5判/160頁/1500円（2008.6）
最果ての地として重苦しい歴史観にしばられがち
だった従来の東北史を脱却して，民衆のたくまし
さと独自の民俗文化に光をあてる．

これならわかる
沖縄の歴史Ｑ＆Ａ 52073-2
楳澤和夫著
A5判/128頁/1400円（2003.1）
幾多の苦難に見舞われながら「本土とは違う」独
特の文化を形成してきた沖縄．チャンプルー文化
といわれるユニークな歴史をＱ＆Ａで解き明かす．

これならわかる 世界の歴史Ｑ＆Ａ　全3巻
鈴木亮，中山義昭，三橋広夫，石出みどり著
A5判/各128頁/揃価3900円

「世界史がどうも苦手…」という人におススメの
シリーズ．楽しく好奇心のわくＱ＆Ａ式．暗記中
心とはちがう面白さで世界史が学べます．

①人類の誕生～ヨーロッパ人の世界進出
 50201-1

A5判/128頁/1300円（2000.3）
〔質問〕東海道のようにシルク・ロードにも宿場町
があったの？／マゼランもお金もうけがめあてで
世界一周に挑戦したの？／など
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これならわかる
キリスト教とイスラム教の歴史Ｑ＆Ａ 50206-6
浜林正夫著
A5判/144頁/1400円（2005.1）
世界人口の半分以上を占めるキリスト教徒とイス
ラム教徒．２大宗教の対立は宿命か？　難解な宗
教史がこの１冊ですっきりわかる．

これならわかる
パレスチナとイスラエルの歴史Ｑ＆Ａ 50207-3
野口宏著
A5判/144頁/1400円（2005.2）
なぜ暴力の連鎖が続くのか？両者の共存の道はな
いのか？私たちが感じている素朴な疑問や話題を
通して，歴史の起源からわかりやすく解説．

これならわかる
ハワイの歴史Ｑ＆Ａ 50209-7
石出みどり，石出法太著
A5判/128頁/1400円（2005.9）
ハワイ王国の滅亡，幕末日本との関係，日本人移
民，太平洋戦争など，ハワイの魅力や問題点を文
化と歴史の面から捉え直す．

これならわかるオーストラリア・
ニュージーランドの歴史Ｑ＆Ａ 50199-1
石出法太，石出みどり著
A5判/144頁/1500円（2009.8）
ヨーロッパ人の入植以前から現代までの歴史を
99の質問と回答から構成．先住民の世界や日本
との関わりにも目を配った充実の内容．

新版 戦後世界史　上・下
 上52043-5　下52044-2
浜林正夫，木村英亮，佐々木隆爾編
46判/上272頁下280頁/各2524円（上1996.5下96.6）
ソ連・東欧圏の解体など1989年以降の激動はなぜ
起こったのか？　戦後世界のダイナミックな動向
を一望におさめる．

ロマーノフ王朝滅亡
革命期の政治の夢と個人の苦闘 53027-4
スタインバーグ，フルスタリョーフ編　川上洸訳
A5判/520頁/8700円（1997.3）
革命勃発からロマーノフ王朝終焉までの運命の
日々を描く資料集．国際的評価の高いイェール大
学出版会の「共産主義の記録」シリーズの全訳．

スターリンと原爆　上・下
 上53028-1　下53029-8
ホロウェイ著　川上洸，松本幸重訳
46判/上352頁下344頁/各3500円（上1997.7下97.8）
20世紀初頭から冷戦期までのソ連の原爆開発と
実験の歴史を，豊富な研究成果と新資料，関係者
への聞きとりを通じて浮きぼりにする．

コミンテルン史
レーニンからスターリンへ 53032-8
マクダーマット，アグニュー著　萩原直訳
46判/376頁/5600円（1998.1）
せまるファシズムに対決して，世界各地の革命運
動はコミンテルンに何を求めたのか．悲劇のうち
に幕を閉じたコミンテルンのありのままを描く．

私は証言する
ナチ時代の日記（1933－1945年） 53034-2
クレンペラー著
小川－フンケ里美，宮崎登訳　石田勇治解説
46判/368頁/3900円（1999.5）
ナチの探索と戦火を奇蹟的に逃れ，ユダヤ人迫害
の日常を書き残した類例のない記録．

救出への道
シンドラーのリスト・真実の歴史 53041-0
ミーテク・ペンパー著　下村由一訳
46判/288頁/2800円（2007.1）
約1200人のユダヤ人を虐殺から救ったオスカー・
シンドラー．映画『シンドラーのリスト』で有名
な救出劇の一部始終を唯一の証人が回想する．

封印されたホロコースト　ローズヴェルト，
チャーチルはどこまで知っていたか 53035-9
リチャード・ブライトマン著　川上洸訳
46判/352頁/5600円（2000.5）
ユダヤ人虐殺を伝える独警察の暗号無線をイギリ
スが解読。しかし英当局はこれを闇に葬った．秘
密文書の調査から現代史の謎を解明する．

ムッソリーニの毒ガス
植民地戦争におけるイタリアの化学戦 53036-6
アンジェロ・デル・ボカ編著　高橋武智日本語版監修
46判/248頁/3200円（2000.9）
イタリアによる対エチオピア戦争で毒ガスが大規
模に使用された事実を初めて証明．日本軍にさき
がけて実戦で使用したケースを解明．

世界のなかの日本・ポーランド関係
1931－1945 53039-7
阪東宏著
A5判/424頁/7000円（2004.11）
貴重なポーランド外交文書を初めて紹介．徹底し
た史料調査と丹念な分析により，十五年戦争期に
おける日本と国際政治史に新しい光を投げかける．

勝者なき戦争
世界戦争の二〇〇年 53043-4 
イアン・Ｊ・ビッカートン著　高田馨里訳
46判/320頁/3600円（2015.5）
近現代の主要な戦争を対象に，これまで十分に論
じられてこなかった戦争における勝利と敗北の問
題を探究する現代の名著．

アメリカと戦争1775－2007
「意図せざる結果」の歴史 53042-7
イアン・J・ビッカートン，ケネス・J・ヘイガン著
高田馨里訳
46判/320頁/2800円（2010.6）
独立戦争からイラク戦争まで，「意図せざる結果」
に彩られたアメリカ合衆国の戦争史．

黒人の歴史
アメリカ史のなかのニグロ人民 53010-6
フォスター著　貫名美隆訳
46判/712頁/5825円（1970.4）
植民地当時から350年にわたるニグロ人民の闘争
と成長過程を，体系的に詳述．アメリカ黒人問題
の本質を鋭くえぐり出す．
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近代スーダンにおける体制変動と
民族形成 53037-3
栗田禎子著
A5判/848頁/19000円（2001.2）
スーダンの社会変容分析に加えて，社会変革をつ
くり出す主体の形成・維持・変質過程を考察し，動
的なスーダン近・現代史像を提示する．

黄金の川
スペイン帝国の興隆 53040-3
ヒュー・トーマス著　岡部広治監訳，林大訳
A5判/本巻672頁別巻192頁/15000円（分売不可）（2006.2）
イスラム支配地奪還に燃える女王イサベル，西航
路発見の執念に駆られたコロンブス，世界一周を
もくろむマゼランが，大航海時代の幕を開ける．

歴史の風景
歴史家はどのように過去を描くのか 51007-8
ジョン・L・ギャディス著　浜林正夫，柴田知薫子訳
46判/264頁/3200円（2004.6）
経済学等の現状を批判し，歴史学独自の科学性を
擁護．マルク・ブロック『歴史のための弁明』，Ｅ・
Ｈ・カー『歴史とは何か』の現代化をめざす．

ナショナリズムの歴史と現在
 51006-1
E・J・ホブズボーム著　浜林正夫，嶋田耕也，庄司信訳
46判/304頁/3500円（2001.3）
国家とは？民族とは？国民とは？　本書は，ナシ
ョナリズムの歴史を世界史的な視野でたどりなが
ら，この３者の複雑な関係を解き明かす．

日本からの世界史
 52032-9
鈴木亮著
A5判/176頁/1900円（1994.9）
コロンブスがアメリカ大陸を「発見」したのなら，
ポルトガル人も種子島を「発見」したのか？　具
体的事例をもとに，新しい世界史像を描きだす．

世界地名の旅
 55001-2
蟻川明男著
A5判/224頁/2300円（2003.12）
世界のすべての地域から約1200の主要な地名を
とりあげて，それらの由来を地域の歴史と自然を
語りながら興味深く解き明かす．

渡辺崋山
 54044-0
加藤文三著
46判/208頁/1942円（1996.4）
画家として日本美術史に特異な新境地を切り開く
一方，西洋への新知識を蓄えた異才の人・崋山の
業績と人物をむだのない筆致で描く初めての略伝．

植民地・朝鮮の子どもたちと生きた教師
上甲米太郎（じょうこう よねたろう） 54047-1
上甲まち子，李俊植，辻弘範，樋口雄一著
46判/200頁/2400円（2010.3）
朝鮮の公立学校の若き教師だった上甲は1930年
治安維持法違反容疑で投獄．帰国後も朝鮮人を友
として生きたその85年の生涯をたどる．

マザー・テレサ
インドから世界へ 54043-3
西川潤文　小林正典写真
A5判/176頁/1942円（1995.4）
生涯を貧困と病に苦しむ人びとの救済に捧げたそ
の活動を写真作品で伝え，彼女の生き方の中に差
別をなくすボランティアの可能性を探る．

カストロ
 54045-7
レイセスター・コルトマン著　岡部広治監訳
46判/440頁/2900円（2005.4）
汚れなき理想主義者か，冷酷な独裁者か．カスト
ロと公私にわたり親交を結んだ元駐キューバ英国
大使による2002年までの評伝．

ローマのガリレオ
天才の栄光と破滅 44032-0
ウィリアム・シーア，マリアーノ・アルティガス著
浜林正夫，柴田知薫子訳
46判/312頁/2800円（2005.1）
ガリレオ・ガリレイを失意の晩年に追い込むまで
のいきさつを，波乱の歴史ドラマとして描く．
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レーニン最後の模索
社会主義と市場経済 43079-6
松竹伸幸著
46判/176頁/1800円（2009.4）
試行錯誤の末，レーニンが社会主義建設に市場経
済を導入するという独創的な戦略にいたるまでの
理論的・実践的格闘を克明に探求．

レーニンの再検証
変革者としての真実 43087-1
聽濤弘著
46判/280頁/2200円（2010.8）
レーニンの理論と実践を事実にもとづいて再検証
し，歴史のなかで困難と格闘しつづけた変革者の
真髄を明らかにする意欲的労作．

東アジア・北東アジア（〈南〉から見た世界1）
中華世界の内と外なる〈南〉 20071-9
姫田光義編
46判/288頁/2500円（1999.2）
成長の真相と諸矛盾，台湾・モンゴル・チベットの
動向，環渤海・日本海圏など新たな地域共生の課
題を斬新な視角から解明．

中国はいま何を考えているか
ナショナリズムの深層 21085-5
大西広著
46判/200頁/1300円（2005.12）
日中両国で高まるナショナリズム．その解消は歴
史的な必然であることを冷静に分析．両国関係の
現状打開を展望するうえでリアルな視点を提供．

歴史としてのベトナム戦争
（科学全書37） 40147-5
古田元夫著
B6判/208頁/1600円（1991.3）
アメリカが敗北を喫したベトナム戦争．だが勝利
したベトナムをはじめ社会主義陣営は深刻な危機
に．社会主義体制と国民国家の意味と限界を問う．

社会主義と民衆
初期社会主義の歴史的経験 23018-1
星乃治彦著
46判/288頁/2800円（1998.3）
旧東欧社会主義の歴史的経験を，ポスター，世論
調査，聞き取り資料，政治小話，デモのスローガ
ンなど民衆史資料を駆使して総括する．

写真集 ネイティブ・アメリカ
 62026-5
鎌田遵著
A4変/96頁/3800円（2013.4）
10代の頃から20年以上にわたって先住民社会を
歩いてきた著者が，曇りなき目で写しとったポー
トレートと大地の風景．写真家・大石芳野推薦．

格差国家アメリカ
広がる貧困，つのる不平等 23019-8
大塚秀之著
46判/200頁/1800円（2007.9）
少数者への膨大な富の集中と驚くべき数の貧困世
帯の存在．経済格差と貧困，人種差別と人権問題
をするどく分析した現代アメリカ論．

南アフリカの新しい風
MASAKANE 62021-0
吉田ルイ子写真・文　林晃史解説
A5判/160頁/1942円（1995.12）
人種隔離政策＝アパルトヘイト廃止後の南アフリ
カの素顔を伝えるフォトルポ．「虹の国」へ模索す
る人びとの姿が感動を呼ぶ． 

シリーズ 新福祉国家構想　既刊4冊

福祉国家構想研究会編
代表：岡田知弘，後藤道夫，二宮厚美，渡辺治
現代日本の労働市場と社会保障制度を根本から問
い直し，新しい福祉国家を提起するシリーズ．

①誰でも安心できる医療保障へ　
皆保険50年目の岐路 36071-0
二宮厚美・福祉国家構想研究会編
46判/240頁/1900円（2011.12）
人々の暮らし・生存を支える医療制度の実現に向
けて，現状を批判的に検討し，新たな福祉国家を
展望する理論と対抗構想を提示する．

②公教育の無償性を実現する　
教育財政法の再構築 36072-7
世取山洋介・福祉国家構想研究会編
46判/520頁/2900円（2012.8）
教育財政・条件整備制度の歴史を根本的に見直し，
教育的必要を満たす制度の骨格と財政量を提示．
教育財政法の新たな地平を拓く．

③失業・半失業者が暮らせる制度の構築
雇用崩壊からの脱却 36073-4
後藤道夫・布川日佐史・福祉国家構想研究会編
46判/280頁/2200円（2013.4）
高失業社会日本．その失業時保障の貧困を徹底批
判．雇用保険制度の抜本改正と「求職者保障制度」
の新設で〈半失業〉の大幅削減へ．

④福祉国家型財政への転換
危機を打開する真の道筋 36074-1
二宮厚美，福祉国家構想研究会編
46判/320頁/2400円（2013.5）
暮らしの危機と財政の危機を同時に解決するため
に，経済・財政危機の原因と，新しい福祉国家の
ための財政原則を提示する．
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安倍医療改革と皆保険体制の解体
成長戦略が医療保障を掘り崩す 36084-0
岡﨑祐司，中村暁，横山壽一，福祉国家構想研究会編著
46判/216頁/1800円（2015.3）
国民健康保険の都道府県化，医療提供体制の大改
変，そして営利産業化は，国民にいかなる影響を
及ぼすのか．その本質を読みとく．

〈大国〉への執念　安倍政権と日本の危機
21110-4

渡辺治，岡田知弘，後藤道夫，二宮厚美著
46判/400頁/2400円（2014.10）
改憲～軍事大国化と新自由主義改革の再起動とい
う課題を自覚的に遂行する安倍政権の現段階を構
造的に分析．対抗への道筋を示す．

講座 戦争と現代　全5巻 20080-1

渡辺治，後藤道夫，大日方純夫，
木畑洋一，山科三郎，山田朗，和田進編
46判/平均360頁/揃14200円
20世紀から21世紀の世界と日本を，戦争を切り口
に分析し，現在と未来を見通す視点を提起する．

①「新しい戦争」の時代と日本
 20081-8
渡辺治，後藤道夫編
46判/392頁/2900円（2003.11）
９・11からイラク戦争．テロと「新しい戦争」の
時代はなぜ始まったのか等を，アメリカ帝国と経
済グローバリズムという二つの軸で解析する．

②20世紀の戦争とは何であったか
 20082-5
木畑洋一編
46判/288頁/2800円（2004.1）
戦争の視角から国民国家形成の歴史やアメリカ，
ソ連の現代史を振り返り，20世紀の戦争の性格
を再検討．

③近代日本の戦争をどう見るか
 20083-2
大日方純夫，山田朗編
46判/320頁/2800円（2004.2）
日本の植民地支配は，他の諸国家のそれとどう違
っていたか．近代日本の戦争の特質を政治・軍事・
社会・イデオロギーの各側面から解明する．

④ナショナリズムと戦争
 20084-9
後藤道夫，山科三郎編
46判/320頁/2800円（2004.6）
ナショナリズムの特徴を捉えながら，グローバリ
ズムが進展する中での現代の戦争とナショナリズ
ムの関係を考察する．

⑤平和秩序形成の課題
 20085-6
渡辺治，和田進編
46判/416頁/2900円（2004.4）
イラク派兵を強行した日本の軍事大国化を食い止
めることはできるか．対抗構想を提起し，その担
い手の形成についても考察する．

講座 現代日本　全4巻
渡辺治，後藤道夫編
46判/平均292頁/価不同　①品切
世界的な構造変化の中で，現代帝国主義化の道に
踏みこもうとした日本の姿と渦巻く矛盾を捉えた
本格的分析．新しい福祉国家像への展望を示す．

②現代帝国主義と世界秩序の再編
 20062-7
後藤道夫，伊藤正直著
46判/336頁/2800円（1997.4）
古典的な帝国主義と大衆社会統合の歴史的総括，
多国籍企業を基礎とし大衆社会の再収縮に向かう
現代帝国主義像を析出．

③日本社会の再編成と矛盾
 20063-4
中西新太郎，木下武男，鷲谷徹，乾彰夫著
46判/328頁/2800円（1997.3）
規制緩和・市場化の名のもとに進む企業社会統合
の再編・切り捨て，新しい階層構造の実態を生活・
労働・教育にわたって解明．

④日本社会の対抗と構想
 20064-1
渡辺治，木下武男，乾彰夫，中西新太郎，
安田浩，進藤兵，後藤道夫，二宮厚美著
46判/464頁/3500円（1997.7）
帝国主義化への対抗を労働，教育，平和，自治などの
運動の経験に即して検討し新しい福祉国家を構想．

18歳からわかる
平和と安全保障のえらび方 21112-8 
梶原渉，城秀孝，布施祐仁，真嶋麻子編
A5判/216頁/1600円（2016.1）
安保法制で何が変わるのか？本当に平和な世界の
実現に向けて何ができるのか？自分の問題として
考え行動するための判断材料を示す．

茶色の朝
 60047-2
フランク・パヴロフ物語　ヴィンセント・ギャロ絵
高橋哲哉メッセージ　藤本一勇訳
46判/48頁/1000円（2003.12）
仏で極右の台頭を牽制したとされる現代の寓話．
世代を超えて反響を集めた日本版オリジナル編集．

戦争か，平和か　「9月11日」以後の世界を考える
（somo-somo双書） 32022-6
小田実著
46判/244頁/1300円（2002.12）

「正義は力である，力は正義である」という思想が，
2001年9月11日以来急速な勢いで世界を席巻して
いる．平和主義の論理と倫理を伝える．

9.11と９条
小田実 平和論集 21091-6
小田実著
46判/528頁/2800円（2006.11）

「戦争に正義はない・『正義の戦争』はない」の体
験の上で日本人・日本の市民が形づくった平和主
義，それに基づく平和憲法９条の重要性を語る．
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テロリズムと戦争
 21075-6
ハワード・ジン著　田中利幸訳
46判/164頁/1800円（2003.2）
9.11後の米の世界戦略とアフガン攻撃，イラクに
対する戦争政策を理解するための書．豊かな歴史
知識に裏打ちされた説得力が，読者の共感を呼ぶ．

普通の国になりましょう
 21093-0
C・ダグラス・ラミス著
46判/96頁/1200円（2007.4）

「普通の国」ってどんな国？軍隊のある国が普通？
ユーモアと機知にあふれた問いを通して，日本の，
世界の，意外な姿が見えてくる．

9条世界会議の記録
 21099-2

「9条世界会議」日本実行委員会編
A5判/240頁/1800円（2008.9）
延べ３万5000人が参加し，31カ国・150人のゲスト
が来日した全体会の報告全文と分科会レポートを
収録し多くの人びとに貴重な成果を提供する．

９条を輸出せよ！
非軍事・平和構築の時代へ 21097-8
吉岡達也著
46判/208頁/1500円（2008.4）
憲法９条こそ最大の安全保障メカニズム．ピース
ボート共同代表として世界を股にかけ紛争予防に
取り組む著者による平和への提言．

９をまく
 21083-1
9LOVE（クラブ）編
B5判変型/112頁/999円（2005.4）
世界に誇れる日本があるとしたら，憲法９条で戦
争を放棄する国「ジャパン・アズ・ナンバー９」．
若者が表現する平和のための９つのアイディア．

世界の「平和憲法」　新たな挑戦
 21102-9
笹本潤著
46判/168頁/1600円（2010.5）

「外国軍事基地禁止」や「軍隊廃止」などをおり
こんだ世界の新しい平和憲法を紹介しながら，平
和構築を考える新たな視点を提示．

はじめて学ぶ日本国憲法
 24012-8
小沢隆一著
A5判/216頁/1800円（2005.3）
改憲論の問題点を鋭く指摘しつつ，９条をはじめ
とした憲法の先駆的内容をわかりやすく解説．学
生とともに市民の憲法学習にも役立つテキスト．

デモクラシー検定
民主主義ってなんだっけ？  21092-3
石埼学著
46判/184頁/1500円（2006.11）
民主主義の基本は多数決？議員は国民の代表？
民主主義の「常識」の怪しさを気鋭の憲法学者が
看破．やさしくラディカルな日常の民主主義論．

Ｑ＆Ａ国民投票法案
憲法改悪への突破口 21084-8
菅沼一王，笠松健一著
A5判/120頁/1000円（2005.11）
憲法改悪に不可欠な国民投票の方法を定める法案．
反対運動の禁止，９条と他の改正項目との一括投
票等，非民主的な内容をわかりやすく解説．

マルクスはどんな憲法をめざしたのか
 24013-5
松竹伸幸著
46判/112頁/1200円（2010.3）
ヨーロッパ各国で憲法が生まれようとしていた黎
明期．マルクスは憲法に対し何を求めていたか．
憲法制定をめぐる攻防を説明し，明らかにする．

S
シ ー ル ズ

EALDs　民主主義ってこれだ！
33086-7 

SEALDs（自由と民主主義のための学生緊急行動）編著
A5判/160頁/1500円（2015.10）
民意を無視した政治に若者が声をあげた．大きな
社会現象となったムーブメントの渦中で，メンバ
ー自らが編んだビジュアルドキュメント．

戦
いく

場
さば

ぬ止
とぅどぅ

み
辺野古・高江からの祈り 33085-0
三上智恵著
46判/144頁/1400円（2015.6）
戦後70年，いまだ「戦時」を強いられる沖縄に
真の平和を――国家の暴力に捨て身で立ち向かう
人々の群像を描いたドキュメンタリーの撮影日誌．

「法の番人」内閣法制局の矜
きょうじ

持
解釈改憲が許されない理由 21108-1
阪田雅裕著　聞き手＝川口創
46判/208頁/1600円（2014.2）
９条の解釈変更＝集団的自衛権容認は許されな
い！　岐路に立つ内閣法制局の元長官が自ら語る，
法制局の責務と立憲主義の危機．

すっきり！ わかる集団的自衛権Ｑ＆Ａ
 21107-4

浅井基文著
A5判/176頁/1500円（2014.2）
集団的自衛権と憲法との関係は？　行使を認める
とどうなる？　中国・北朝鮮の脅威に備えに必要
か．問題の全体像をすっきり整理．

自衛隊協力映画
『今日もわれ大空にあり』から『名探偵コナン』まで　   33081-2
須藤遙子著
46判/344頁/2500円（2013.10）
自衛隊が製作に協力した劇映画35作品を，政治
経済的背景と映画表象を関連づけて分析．官民相
互依存のポリティクスを描きだす．

市民に選挙をとりもどせ！
 21106-7

小沢隆一，田中隆，山口真美編著
A5判/200頁/1800円（2013.6）
１票の格差に相次ぐ違憲判決．小選挙区による大
量の死票…問題だらけの日本の選挙制度を洗い出
し，市民のための選挙のあり方を示す．
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赤ペンチェック 自民党憲法改正草案
 21105-0

伊藤真著
A5判/96頁/1000円（2013.5）
条文毎に「改正草案」と「現行憲法」を対比させ，
改正部分を赤字で表示．チェック問題で重要部分
を示し，改正理由，問題点を解説．

明仁さん，美智子さん，皇族やめませんか
元宮内庁記者から愛をこめて 21086-2
板垣恭介著
46判/204頁/1200円（2006.1）
皇室を政治の仕掛けの中に取り込み，国家のまと
まりに利用することはもうやめよう．日本人にと
っての天皇・皇室とは何かを根源的に問い直す．

父
ちち

母
はは

の国よ
中国残留孤児たちはいま 33043-0
鈴木賢士写真・文
46判/160頁/1400円（2005.7）
祖国日本に帰国した中国残留孤児2500人のうち
約８割が，国を訴える裁判を起こしたのはなぜか．
孤児たちの帰国後の姿を追ったドキュメント．

ハロー，僕は生きてるよ。
イラク最激戦地からログイン 21098-5
カーシム・トゥルキ著　高遠菜穂子，細井明美編訳
46判/224頁/1500円（2008.4）
イラクの惨状をブログで伝えながら，非暴力で再
建を目ざした５年間の記録．イラク戦争とはなん
だったのか．筑紫哲也氏推薦．

ヒバクシャになったイラク帰還兵
劣化ウラン弾の被害を告発する 21090-9
佐藤真紀編著　JIM-NET協力
46判/176頁/1400円（2006.8）
米兵マシューはイラクで劣化ウランに被曝し娘は
障害をもって生まれた．イラク各地の放射能汚染
とウラン兵器廃絶の国際運動の広がりを伝える．

わたしの息子はなぜイラクで死んだのですか
シンディ・シーハン平和への闘い 21089-3
レオン・スミス編著　上田勢子訳
46判/192頁/1400円（2006.7）
息子をイラク戦争で亡くしたシーハンは休暇中の
ブッシュに面会を求めキャンプを始めた．全米に
反戦のうねりを作った歴史に残る26日間の記録．

イラク「人質」事件と自己責任論
私たちはこう動いた・こう考える 21080-0
佐藤真紀，伊藤和子編
A5判/192頁/1200円（2004.7）
市民の運動と国境を越えて展開した人質救出活動．

「自己責任論」を批判し，イラクとどう向きあう
かを考える．高遠菜穂子，郡山総一郎ほか．

これならわかる日本の領土紛争
国際法と現実政治から学ぶ 21103-6
松竹伸幸著
46判/192頁/1600円（2011.8）
歴史的経緯と国際法上の論争を平易な文章でコン
パクトに解説し，政治的背景や相手国の主張をも
視野に入れた現実的な方途を探る．

靖国問題と日本のアジア外交
 21088-6
松竹伸幸著
46判/168頁/1800円（2006.6）
アジアにおける孤立の背景のひとつである靖国参
拝の歴史的変遷をたどり，サンフランシスコ条約
から今日にいたる戦後のアジア外交を検証する．

戦争・憲法と常備軍
 21069-5
上田耕一郎著
46判/264頁/1900円（2001.3）
憲法９条の完全実施が実現できれば，常備軍をも
たない近代民主国家を誕生させられる．この展望
を切り開くための戦争論・憲法論を体系的に展開．

季刊『自治と分権』別冊
脱日米同盟と自治体・住民
憲法・安保・基地・沖縄 79041-8
自治労連・地方自治問題研究機構編
A5判/192頁/1500円（2010.10）
自治体・住民の平和的生存権擁護，住民福祉増進
の立場から安保＝日米同盟基地問題にアプローチ．

ナショナリズムと民主主義
 51008-5
浜林正夫著
46判/216頁/2200円（2006.12）
ナショナリズムの諸問題を日英比較のなかでとら
え直し，愛国心を侵略的ナショナリズムではなく
平和と民主主義へ結合する道を探る力作．

グローバリゼーションから
軍事的帝国主義へ
アメリカの衰退と資本主義世界のゆくえ 21076-3
大西広著
46判/208頁/1900円（2003.8）

〈アメリカの戦争〉の時代の始まりで幕を開けた
21世紀．現代世界の構図を冷静に分析．

グローバリゼーションと戦争
宇宙と核の覇権めざすアメリカ 21079-4
藤岡惇著
46判/256頁/2200円（2004.7）
米国の新しい世界戦略が戦争とテロを引き起こす
しくみと背景を分析．それに対抗する市民運動の
世界的胎動を紹介する．

グローバル・ガバナンスの時代へ
ナショナリズムを超えて 21078-7
碓井敏正著
46判/240頁/2300円（2004.5）
グローバル化を誰がどのようにコントロールして
いくか．ロールズの〈正義論〉が国民国家の枠を
超えて適用される可能性を模索する．

格差とイデオロギー
 43078-9
碓井敏正著
46判/224頁/2400円（2008.12）
格差の諸局面の現状分析，グローバルな格差問題，
格差と能力問題などの理論的考察によって，格差
問題の究明の課題と方向を示す．



23

新
刊

哲
学

歴
史

政
治

労
働

経
済

社
会

教
育

児
童
・
Ｙ
Ａ

生
活

芸
術

自
然
科
学

政
治

お探しの本が見つからないときは…

大月書店のホームページ

http://www.otsukishoten.co.jp/

ホームページでは、絶版・品切商品も含め、大月書店のこれまでの刊行物が
書名・著者名・ISBNコード・ジャンル・キーワードなどから検索できます。
著者からのメッセージや読み物などホームページ独自のコンテンツも充実。
皆様のアクセスをお待ちしております。
大月書店の最新刊や折々の本の話題を月一回お届けするメールマガジン
「大月書店通信」もホームページからご登録いただけます。

書店の皆様へ

ホームページでは、最新の書評情報やPOP・選書リスト等の販促素材も掲載
しています。ぜひご活用ください。

格差社会から成熟社会へ
 21096-1
碓井敏正，大西広編
46判/256頁/2500円（2007.9）
新自由主義的再編による貧困層の拡大・格差社会
化に対して，社会変革をめざす対抗戦略は何か．

「成熟社会」をキーワードに考察．

福祉国家型地方自治と公務労働
 31049-4
二宮厚美・田中章史著
46判/288頁/2200円（2011.7）
福祉国家型地方自治の視点から憲法を社会に生か
した日本の将来とそれを担う公務労働のあり方を
問う．現場を踏まえた実践的問題提起．

公務の民間化と公務労働
（自治と分権ライブラリー） 21081-7
西谷敏，晴山一穂，行方久生編
46判/288頁/2000円（2004.8.6）
自治体アウトソーシング・民間委託などの「改革」
について考察．公務職場にもたらされている状況
から公務労働と運動の方向を探る．

公務員制度改革
（自治と分権ライブラリー） 21074-9
西谷敏，晴山一穂編
46判/276頁/2000円（2002.7）
合併をすすめ，住民に構造改革の「痛み」をおし
つける公務員づくりをすすめる改革の背景や論点
をすべて網羅し，あるべき公務員制度を考える．

近代日本地方自治の歩み
 21094-7
大石嘉一郎著
46判/256頁/2600円（2007.4）
地域における自治的運動と国家的政策との対抗に
焦点をあて地方自治の歴史的ダイナミズムを深化
させた著者の遺作．解説＝金澤史男（横浜国立大）

日本における地方自治の探究
 21068-8
大石嘉一郎，室井力，宮本憲一著
46判/160頁/1500円（2001.2）
歴史的な岐路に立たされている地方自治と地方自
治体．21世紀を真に「地方の時代」の幕開けに
するための課題を明らかにする．

どうする自治体財政
再生へのオルタナティブ 21071-8
岩波一寛編　自治労連・地方自治問題研究機構企画
46判/256頁/2400円（2001.5）
政府による財政負担の転嫁や公共事業の押しつけ
などにより危機に陥っている地方税・財政制度と
構造を分析し，その打開の方向を提示する．

3.11岩手 自治体職員の証言と記録
 31050-0

自治労連，岩手自治労連編　晴山一穂監修
A5判/384頁/2000円（2014.3）
東日本大震災発生，被災地岩手の自治体職員はど
のような状況におかれ現実に立ち向かったのか，
はじめて綴る3.11慟哭の証言と記録．
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労働再審　全６巻
46判/頁不同/各2600円
2000年代社会の現実を前に揺らぐ「労働」の諸
相を描き、「働くこと」の自明性をラディカルに問
い直すシリーズ．

①転換期の労働と〈能力〉
 30181-2
本田由紀編
46判/288頁/2600円（2010.11）
いかなる「能力」を身に付ければ「まともな」処
遇が約束されるのか？　現代人を不安に駆り立て
る「能力」概念を再検証する論集．

②越境する労働と〈移民〉
 30182-9
五十嵐泰正編
46判/320頁/2600円（2010.11）
本格的な移民導入の議論が高まる日本．人はおろ
か仕事や職場すら容易に国境を越える時代は，労
働社会にいかなる変容を迫るのか．

③女性と労働
 30183-6
藤原千沙，山田和代編
46判/288頁/2600円（2011.1）
現代の貧困問題の根は女性労働にある――男性の
遥か以前から低条件や無償の労働を強いられてき
た女性たちの働き方を再検証する．

④周縁労働力の移動と編成
 30184-3
西澤晃彦編
46判/272頁/2600円（2011.9）
空間・移動という視点で，戦前戦後の出稼ぎや集
団就職，「寄せ場」から現代のワーキングプアまで
を貫く，特異かつ根源的な労働論．

⑤ケア・協働・アンペイドワーク
揺らぐ労働の輪郭 30185-0
仁平典宏・山下順子編
46判/288頁/2600円（2011.12）
ケア，ボランティア，コミュニケーション労働…

「支払われるべき」労働の境界とは．再生産をめ
ぐる変容と労働概念の揺らぎに迫る．

労 働
シリーズ・事典
労働運動の理論
労働問題一般
労働組合運動

⑥労働と生存権
 30186-7
山森亮編
46判/272頁/2600円（2012.1）
働ける／働けないにかかわらず生存を保障する制
度とは．雇用劣化と社会保障の綻びのもとで，改
めて労働と福祉の接続を問い直す．

どうして就職活動はつらいのか
31051-7

双木あかり著
46判/200頁/1600円（2015.4）
薄っぺらい自己分析，大量のエントリーシート，
突きつけられる「不合格」――．大学生へのアン
ケート調査をもとに当事者が綴る苦しみの理由．

「大量失業社会」の労働と家族生活
筑豊・大牟田150人のオーラルヒストリー 33075-1
都留民子編著　高林秀明・堀木晶子・増淵千保美・
唐鎌直義著　46判/296頁/2800円（2012.6）
不安定雇用と失業が増大する現代日本．とりわけ
厳しさが増す地方都市の150人の切実な語りから，
失業を生きる人びとの実像を描く．

国民的最低限（ナショナルミニマム）保障
貧困と停滞からの脱却 31048-7
増田正人，真嶋良孝，黒川俊雄，小越洋之助著
46判/328頁/3200円（2010.7）
格差と貧困が拡大する現状を詳細に分析しながら
労働者・国民側の対抗軸を国民的最低限（ナショ
ナルミニマム）保障として提起する．

ＩＬＯの創設と日本の労働行政
 31047-0
吉岡吉典著
46判/320頁/3000円（2009.12）
国際労働機関（ＩＬＯ）の結成時における諸議論
に当時の日本政府がいかにかかわったか．議事録
その他の豊富な資料をもとに解明．

民営化という名の労働破壊
現場で何が起きているか 31045-6
藤田和恵著
46判/208頁/1400円（2006.9）
増える自殺者，超過密労働，利用者へのしわ寄せ．
郵政現場をひとつの典型に，市場原理による非人
間的な労働現場を告発する迫真のルポ．

全労連20年史
激動の時代を拓く闘いの軌跡 31046-3
全国労働組合総連合編
A5判/528頁/3500円（2009.10）

「人間らしく生き，働くために」全労連がどのよ
うな要求・課題を掲げ，どのような運動を展開し
てきたのかを明らかにする運動史．

フリーター労組の生存ハンドブック
つながる，変える，世界をつくる 33060-7
清水直子，園良太編著
46判/208頁/1450円（2009.7）
自由と生存のメーデーなどで話題をよぶフリータ
ー労組が，働き方や生活のピンチの対処法，デモ
や仲間づくりまでを実践的に説く．
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経 済
マルクス経済学
経済理論
資本主義経済
社会主義経済
日本の経済
各国の経済
統計

財政
金融･証券
産業
農林水産
商業･流通
経営
会計

国民文庫版 資本論　全9冊
 80250-0
マルクス著　岡崎次郎訳
文庫/平均460頁/揃価10900円（1972.3～1975.3）
正確・厳密でわかりやすい訳文として好評の普及
版『資本論』を，さらに推敲のうえ文庫版に収録．
第９分冊には解題と総索引を収録．

マルクス資本論草稿集　全9巻
資本論草稿集翻訳委員会訳
46判/平均700頁/価不同　①②③⑤⑦⑧⑨品切
マルクスがのこした膨大な経済学の準備草稿を，
新メガ（完全全集）第２部にもとづいて翻訳刊行
する．マルクス経済学の全体系を明らかにする．

④経済学批判（1861－1863年草稿）Ⅰ
 10014-9

46判/680頁/9000円（1978.12）
新メガ第２部第３巻第１分冊の翻訳．1861－63
年草稿は，『経済学批判』（1859年）の直接の継続
として「第３章　資本一般」の表題をもつ．

1861－1863年草稿抄　機械についての断章
（マルクス・ライブラリ②） 10085-9
マルクス著　中峯照悦，伊藤龍太郎訳
46判/400頁/3300円（1980.8）
マルクスが飽くなき探求心を捧げた生産力の問題．
資本主義の歴史的限界を，その基礎たる技術・機
械の考察により解明．

マルクス自筆原稿
ファクシミリ版 経済学批判要綱 00450-8
マルクス著　大谷禎之介解題
B4判変型/398頁/85万円（1997.10）
モスクワ・アムステルダムの両研究所で保管され
ていた門外不出の『経済学批判要綱』ノートが，
保管されている状態で世界で初めて公開される．

普及版 マルクス経済学レキシコン 全8巻
 10150-4
久留間鮫造編
A5判/平均400頁/揃価70872円（分売不可）（1995.5）
朝日学術奨励金，モスクワ国際図書展銀賞，野呂
栄太郎賞など数々の栄誉に輝く業績の復刻．ドイ
ツ語対訳本のうち，日本語部分を完全収録．

マルクス自身の手による資本論入門
 11114-5
モスト原著　マルクス加筆・改訂　大谷禎之介訳
46判/216頁/2200円（2009.10）
マルクス自身がわかりやすく加筆・改訂した，た
だひとつの『資本論』入門．画期的新訳と解説を
加えた『資本論』入門書の決定版．

マルクスに拠ってマルクスを編む
久留間鮫造と『マルクス経済学』レキシコン
 11104-6
大谷禎之介著
A5判/224頁/2800円（2003.9）
マルクスの厳密な解釈により戦後の経済学に大きな
影響を与えた久留間鮫造の人となりと学問を語る．

経済学批判プランと『資本論』
現代資本主義論への展望 11022-3
コーガン著 中野雄策訳
46判/296頁/1900円（1979.1）
マルクスの経済学批判プランの方法論的検討をと
おして，通説的見解を論破．特殊理論と段階論の
展開を経て，現代資本主義の諸現象の解明に迫る．

恐慌論研究
 11032-2
久留間鮫造著
A5判/268頁/3000円（1965.10）
マルクス経済学の泰斗である著者の古典的名著．

「経済学批判」の全体系は同時に恐慌論の一大体
系でなければならぬ，と主張．

マルクス再生産論と信用理論
 11112-1
伊藤武著
A5判/320頁/6500円（2006.2）
現代信用論の諸説批判とマルクスの資本論準備草
稿の綿密な検討を通じて，マルクス信用論の理論
構造を，再生産論を軸に解明する．

マルクス再生産論研究
均衡論批判 11101-5
伊藤武著
A5判/296頁/6500円（2001.2）

『資本論』第２部第３篇の再生産論は，現行エン
ゲルス版で研究され均衡論的に理解されてきた．
本書は，従来の通説を根本的に批判する．

貨幣経済と資本蓄積の理論
 11117-6
石倉雅男著
A5判/320頁/3400円（2012.9）
マルクスとケインズの貨幣理論を基礎に，現代政
治経済学の理論的・実証的アプローチによって，
貨幣経済の構造と動態に迫る．

労働価値論の挑戦
 11097-1
大石雄爾編
A5判/256頁/3400円（2000.2）
現代的な視点から，所有と労働，価値と価格，剰
余価値，賃金，国際価値の諸論点や，労働価値論
批判への反批判や効用価値論批判に挑戦．
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投下労働量計算と基本経済指標
新しい経済統計学の探究 11120-6
泉弘志著
A5判/344頁/4800円（2014.2）
マルクスが重視した「投下労働量」の概念を応用
して，経済成長率や生産性といった重要な経済指
標について，従来と異なる優れた測定方法を提示．

世界経済危機とマルクス経済学
 15039-7
基礎経済科学研究所編
A5判/248頁/2600円（2011.3）
資本主義体制の危機をどう打開するか．近代経済
学諸派の経済理論を批判的に検討する中で，マル
クス経済学の優位性を検証する．

マルクス・ケインズ・シュムペーター
経済学の現代的課題 11066-7
小谷義次，置塩信雄，池上惇著
46判/288頁/2621円（1991.2）
本書は，現代の経済諸理論の創始者である三人の
偉大な経済学者の学説を比較検討しつつ，経済学
の現代的課題を探る．

経 済 学
 11056-8
置塩信雄，鶴田満彦，米田康彦著
A5判/240頁/2600円（1988.5）
マルクス経済学者がつくりあげた経済学テキスト．

『資本論』と近代経済学のエッセンスを吸収し，
現代の経済諸問題や社会主義も視野に収める．

経済学と現代の諸問題
置塩信雄のメッセージ 11105-3
置塩信雄著
A5判/248頁/2800円（2004.8）
世界的な理論経済学者・置塩信雄の晩年の理論的
探究を示す諸論文を軸に，自己の問題意識や研究
課題を縦横に語る講演・対談などを収録．

不平等と再分配の新しい経済学
 11118-3

サミュエル・ボウルズ著　佐藤良一，芳賀健一訳
A5判/224頁/3000円（2013.8）
平等主義は時代遅れなのか？　近年のゲーム理
論・行動科学と実証・実験データに基づいて示す，
ラディカルな再分配政策の可能性．

99％のための経済学入門
マネーがわかれば社会が見える 11116-9
山田博文著
A5判/208頁/1900円（2012.9）
富める者がますます富む「1％のための経済」か
ら，99％の人々が安心して暮らせる経済へ．日
本経済の“おかしさ”を解きほぐす．

はじめて学ぶ経済学
 11107-7
平野喜一郎編
A5判/256頁/2000円（2005.4）
大学生の「経済学嫌い」を生み出している数式や
グラフではじまる教科書ではなく，「面白い，わか
る，役に立つ」斬新な入門テキスト．

社会経済学入門
 11103-9
角田修一編
A5判/280頁/2000円（2003.9）
社会経済学の理論と現代経済の分析を併せ持つ，
まったく新しいタイプの入門テキスト．経済学諸
分野の専門家による意欲的な共同編集の成果．

資本の時代と社会経済学
資本の生産力と資本主義的所有 11098-8
宮田和保著
A5判/256頁/4000円（2000.3）

「市民社会の転倒的構造」と「生産関係の物象化」
をキーワードに，スターリン主義的マルクス解釈
の克服と，「現代思想」を批判的に検討する．

オンデマンド版 社会科学の生誕
科学とヒューマニズム 98001-7
平野喜一郎著
46判/240頁/1900円（1981.1）
科学の発展史をヒューマニズム・民主主義の発展
深化と重ねあわせて展開する．諸科学者の理論と
思想を，絵画や図をまじえてわかりやすく紹介．

この経済政策が民主主義を救う
安倍政権に勝てる対案 14062-6 
松尾匡著
46判/248頁/1600円（2016.1）
改憲に突き進む安倍政権に，左派・リベラル派は
どんな政策を掲げて対抗すべきか．経済予測をふ
まえた提言．

幻滅の資本主義
 11113-8
伊藤誠著
46判/272頁/2400円（2006.3）
市場経済による私的利益の追求を社会の基本原理
にした資本主義そのものが内包する諸問題に鋭い
批判的分析のメスをいれる．

社会主義の崩壊と資本主義のゆくえ
 11086-5
山口正之著
46判/360頁/2718円（1996.1）
ロシア革命とは何だったのか．そして資本主義は
どこへ行こうとしているのか．従来の通説を再検
討し社会科学の難問に応える．

ソ連国家資本主義論
マルクス理論とソ連の経験 17012-8
チャトパディヤイ著
大谷禎之介，叶秋男，谷江幸雄，前畑憲子訳
46判/296頁/3800円（1999.4）
マルクスの資本概念の検討と実態分析への適用を
通じ「ソ連＝国家資本主義」を論証する世界的研究．

戦後日本資本主義と平成金融“恐慌”
（戦後世界と日本資本主義―歴史と現状３）
相沢幸悦著 10243-3
A5判/208頁/2800円（2010.6）
日本経済を苦しめ続ける大不況の原因を，戦後日
本の金融をふりかえって考え，健全な金融システ
ムの構築に向けた道筋を提案する．
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CD-ROM版に代わる待望のオンライン版サービス

コース・会費
全巻会員　1,000円／月（年額12,000円）
資本論会員　500円／月（年額 6,000 円）
※登録時から１年間有効。12 か月分一括での
　お支払いとなります（いずれも税別）。

体験版を無料でご利用いただけます
www.keiyou.jp/maruen/
または大月書店ホームページから

マルクス＝エンゲルス全集
  online［オンライン］

●書籍版『全集』全 53巻４万ページが読み放題

●会員登録でPC版・タブレット版どちらも利用可能

●資本論会員は月々500 円（税別）から

戦後日本資本主義の根本問題
（戦後世界と日本資本主義―歴史と現状５）
涌井秀行著 10245-7
A5判/200頁/2800円（2010.3）

「零細土地所有」と「冷戦体制」――本書はこれら
の「根本問題」を基礎に，戦後日本の成長と危機
を読み解く試みである．

戦後日本重化学工業の構造分析
（戦後世界と日本資本主義―歴史と現状６） 10246-4
吉田三千雄著
A5判/224頁/2800円（2011.9）
戦後日本の高度成長を主導した重化学工業．その
歴史的展開と現在を，豊富な資料をもとに跡づけ
る．

改訂新版 岐路に立つ日本経済
 14058-9
北村洋基著
A5判/304頁/2600円（2010.5）
リーマン・ショック後の世界大不況のもとでの日
本経済の危機的現状とその打開策を提起する最新
の日本経済論．大学テキストに最適．

こんなニッポンに誰がした
森永卓郎の政治経済学講座 14056-5
森永卓郎著　
A5判/144頁/1400円（2008.10）
米国型資本主義を範とした日本の構造改革を分析．
米国型の終焉を予測し，日本経済の新モデルを描
く．『マガジン9条』の連載を書籍化．

情報資本主義論
 14045-9
北村洋基著
46判/408頁/3600円（2003.1）
情報技術革新に特徴づけられた現代資本主義を

「情報資本主義」と呼び，その歴史的位置づけと
理論的な解明をめざして，分析を図る意欲作．

長期不況と産業構造転換
 14047-3
増田壽男，吉田三千雄編
46判/312頁/2400円（2003.4）
長期不況が，労働者や中小・零細企業者にどのよ
うな影響をあたえているのかを詳細に分析し，産
業構造転換が意味するものを提示する．

世界経済と企業行動
現代アメリカ経済分析序説 15036-6
萩原伸次郎著
A5判/308頁/2900円（2005.3）
世界最大の債務国でありながら，経済覇権を強化
しているアメリカ．こうした体制がどのように維
持されているのかを巨大企業の行動から分析．

東アジア経済論
外からの資本主義発展の道 15037-3
涌井秀行著
A5判/360頁/4000円（2005.3）
戦後から20世紀末までの東アジアの経済活動を，

「外生的再生産循環構造」「資本主義の外からの道」
の視角から分析した東アジア経済論の集大成．
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中国の国有企業改革と労働・医療保障
 17013-5
塚本隆敏著
A5判/340頁/3800円（2006.2）
めざましい成長を続ける中国経済は，労働問題と
医療保障問題という最大のアキレス腱を抱えてい
る．これら政策的難題の現状と問題点を解明する．

中国の労働組合と経営者・労働者の動向
 17014-2
塚本隆敏著
A5判/232頁/3700円（2007.2）
市場経済化のもと複雑化する中国企業の労使関係
を，労働組合システムの変遷，組合員の意識，非
正規雇用問題，経営者の組合対策などから解明．

台湾経済の構造と展開　第2版
台湾は「開発独裁」のモデルか 15034-2
石田浩著
A5判/224頁/3200円（2003.8）
新たな経済環境の中で，新政権が中国に対してど
のような舵取りをしようとしているのか．最新の
データを使い今後の方向を示唆する第２版．

消費税増税の大ウソ
「財政破綻」論の真実 14059-6
山家悠紀夫・井上伸著
46判/120頁/1200円（2012.2）
いま，消費税を上げる必要はない！　震災からの
復興と社会保障の拡充，そして財政再建を実現さ
せる，目からウロコの経済学．

大増税時代
消費税率二ケタ化へのシナリオ 11106-0
合田寛著
46判/192頁/1900円（2004.10）
戦後最大の課税制度の大改革が財界主導で進めら
れている．消費税率アップを含む庶民大増税計画
のねらいと全体像を示し，その阻止を訴える．

現代金融と信用理論
 11110-7
信用理論研究学会編
A5判/352頁/2800円（2006.1）
金融グローバル化，金融技術革新，規制緩和と市
場化など，金融環境の激変とともに複雑・多様化
する現代金融の実像を鋭く分析する．

金融グローバリゼーションの理論
 11111-4
信用理論研究学会編
A5判/352頁/2800円（2006.2）
ユーロ誕生，通貨危機，ドル不安，セキュリタイ
ゼーション，機関投資家現象など，グローバル化
し不安定化する国際金融の実像を解明．

はじめて学ぶ金融論　第2版
 11108-4
建部正義著
A5判/256頁/2000円（2005.2）
現代金融の基礎理論を「科学としての金融論」の
視点から解明．金融システム改革の最新動向を踏
まえて全面的に改訂された好評の教科書．

これならわかる金融経済　第３版
 11119-0

山田博文著
A5判/288頁/2400円（2013.9）
日々のニュースや経済問題に焦点をあて，金融や
経済の基礎知識を分かりやすく解説する．最新情
報によるロングセラーの全面改訂．

国債がわかる本
政府保証の金融ビジネスと債務危機 14061-9
山田博文著
46判/176頁/1500円（2013.5）
国債は国の借金であると同時に，確実に金利を受
け取れる「おいしい」金融ビジネスでもある．そ
の両側面とメカニズムを平易に解説．

グローバリゼーションと国際貿易
 15038-0
福田邦夫，小林尚朗編
A5判/344頁/2500円（2006.4）
古典的・一般的な貿易理論から貿易の実務，さら
にＷＴＯ体制下でグローバル化する国際貿易の現
状を網羅する．初学者に最適のテキスト．

TPP問題の新局面
とめなければならないこれだけの理由 15040-3
田代洋一編著
46判/184頁/2000円（2012.6）
最新の情報をもとにアメリカのねらいと日本が被
るダメージを分析し，オール北海道の取組み，米
韓FTAの実態など運動の課題を提起．

日本のビッグ・インダストリー　全8冊
日本のビッグ・インダストリー編集委員会編
46判/平均256頁/各2200円①④⑥品切
日本産業の現状と動向を鋭く分析するシリーズ．
世界市場での生き残りをかけた再編のもとでの日
本企業の動向を紹介する．

②情報通信　グローバル化する21世紀のデジタ
ル・インダストリー 10232-7
大西勝明，井上照幸，山下東子著
46判/280頁/2200円（2000.6）
情報通信産業は激しい世界競争を展開している．
その中心をなすテレコム分野の新展開と，それを
支える電機メーカーの動向を探る．

⑤流　通　流通ビッグバン――「大競争時代」
の流通産業 10235-8
青木俊昭，齋藤雅通，青山悦子著
46判/272頁/2200円（2000.11.20）
グローバル化の進展で大競争時代に直面する流通
ビッグの動向と流通産業の課題を，小売業に焦点
をあて，多角的に探る．

⑧建　設　問われる脱公共事業産業化への課題
 10238-9
椎名恒，野中郁江著
46判/272頁/2200円（2001.9）
大手ゼネコンの経営危機が顕在化している．公共
事業産業化し，突出して巨大化している日本の建
設業の現状を，大手ゼネコンの動向を中心に分析．
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日本のビッグ・ビジネス　全24冊
日本のビッグ・ビジネス編集委員会編
46判/平均240頁/①②③⑥～⑫⑭⑮⑳22 23品切
世界的に注目を浴びている日本のビッグ・ビジネ
スは，激動の90年代をいかに生き抜こうとした
のか．その実力の秘密と今後の動向を探る．　

⑱オンワード樫山・レナウン，青山商事・アオキ
アパレル業界の価格破壊の今後を占う 10218-1
山口孝，小宮昌平，山口由二著
46判/240頁/1800円（1997.4）
メーカーと販売会社が複雑に絡みあうアパレル業
界．それぞれの業態でトップに立つオンワードと
青山商事をレナウン・アオキと比較しながら分析．

　任天堂・セガ
エンターテインメント産業の躍進と大競争 10221-1
逸見啓，大西勝明著
46判/240頁/1800円（1997.1）
世界企業となった任天堂とセガ．驚異的な成長を
とげたゲーム業界は，生き残りをかけどのような
競争を展開するのか．

さくら銀行・三和銀行
収益基盤の再編で飛躍をはかる大手銀行 10224-2
櫻田照雄著
46判/240頁/1800円（1997.7）
産業再編のなかで，日本の都市銀行はどこに生き
残りを賭けるのか．さくら・三和両行の経営実態
を徹底分析し，「大競争時代」の銀行像を模索．

オンデマンド版 現代地域政策論
国際化・地方分権化と地域経営 98002-4
遠藤宏一著
A5判/256頁/3400円（1999.11）
戦後日本の地域開発の歴史的実証分析をふまえ，
現代の地域開発の分析理論を展開．「持続可能な地
域社会」をめざす地域公共政策への転換を提唱．

ちょっとまて公共事業
環境・福祉の視点から見直す 14038-1
蔦川正義，久野国夫，阿部誠編
46判/256頁/2800円（1999.9）
環境破壊，財政の圧迫，政官財の癒着と，日本の
公共事業は問題だらけ．諌早湾干拓など九州地方
の事例から転換の方向を提案．

テレコムビジネス年表　1945～2003
 14050-3
井上照幸著
A5判/400頁/7500円（2004.3）
世界と日本の通信産業の戦後展開を集大成した初
の年表．約4800の事項を収録．各項目には簡明
な解説と関連事項の日付を付記．

英国電気通信事業成立史論
 15028-1
佐中忠司著
A5判/272頁/7000円（1999.4）
電話事業黎明期の官民並立時代の実態が，リアル
に再現される．とくに，地方自治体営電話事業の
存在の解明がもつ今日的意義が注目されている．

農業・食料問題入門
 14060-2
田代洋一著
A5判/312頁/2600円（2012.9）
農業・食料問題の歴史と「今」がわかる定番テキ
スト，『新版　農業問題入門』を全面改訂．TPPな
どの最新状況も盛り込む．

現代の食と農をむすぶ
 14053-4
樫原正澄，江尻彰著
A5判/224頁/2000円（2006.5.12）
グローバリゼーションと農産物自由化の進展のも
と，「食の安全」を確保する立場から，世界と日本
の食料生産等の実態と問題点を総合的に解説．

食料 社会的自給のプラン
「新農業基本法」への対案 14040-4
大嶋茂男著
A5判/192頁/2000円（1999.10）
日本の農業と食料の危機的状況を打ち破るための
対案として，農民と消費者が主体者となる「社会
的自給＝共同自給」のプランを具体的に提起．

利潤への渇望
アグリビジネスは農民・食料・環境を脅かす 15035-9
F．マグドフ，J．B．フォスター，F．H．バッテル編
中野一新監訳
46判/272頁/2800円（2004.3）
アグリビジネスによる農産物の世界商品化と農業
技術革新が及ぼす多大な影響を分析．

アグリビジネスと契約農業
 15023-6
グローバー，クスタラー著　中野一新監訳
46判/272頁/2718円（1992.4）
アグリビジネスは新展開をとげ，小農民までを対
象に，契約によって品種・作付量・納入期日を決め，
農機具・資金を貸与．事例研究とその理論化．

はじめて学ぶマーケティング　基礎篇
現代のマーケティング戦略 14049-7
薄井和夫著
A5判/192頁/2000円（2003.12）
マクロマーケティングの視点からの斬新な入門テ
キスト．［基礎篇］は，製品戦略，価格戦略等の基
礎を学びながら現代社会の諸問題を取り上げる．

はじめて学ぶマーケティング　応用篇
マーケティングと現代社会 14048-0
薄井和夫著
A5判/200頁/2000円（2003.9）
姉妹編である［応用篇］では，情報社会，グロー
バル社会等，現代社会の諸特徴をテーマにし，こ
れに関連するマーケティングの諸問題を紹介．

イギリスと日本の流通政策
 14054-1
岩下弘著
A5判/256頁/3400円（2007.7）
17世紀以来の英国の商店法の変遷と，90年代の
日本の流通政策の変遷を検討し消費者との関わり
を消費者行政・独禁法改正などにみる．
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コープ
ピープルズ・ビジネス 14036-7
バーチャル著　中川雄一郎，杉本貴志訳
A5判/288頁/3300円（1997.6）
世界で７億人の組合員を擁する「コープ」の発足
から現在までを，豊富な写真と図版で概説し，21
世紀の協同組合運動のあらたな発展を展望する．

地域づくりと協同組合運動
食と農を協同でつなぐ 14057-2
田中秀樹著
A5判/480頁/7500円（2008.10）
協同組合運動の実態を明らかにし，地域づくりに
おける協同組合運動の位置と役割を歴史的に検討．
今後のあり方を示唆する．

永続経済と協同組合　第2版
エコロジー・福祉国家への道 14044-2
大嶋茂男著
A5判/304頁/2600円（2001.4）
持続不可能な現代社会を転換して，21世紀を持
続可能な社会につくりかえるための具体的な道筋
を描いた前著を修正・補強．

中小企業が日本経済を救う
 14051-0
森靖雄著
46判/280頁/2000円（2004.10）
グローバル化と長期不況のもとで苦境にたつ日本
の産業・産地・商店街の再建について，内外の多彩
な成功例をもとに詳細に解説した提言書．

経営分析
 16019-8
大橋英五著
A5判/264頁/3000円（2005.10）
長期不況のもとで，大企業が繁栄し，中小企業は
赤字．これでいいのか！　正しい企業の再構築は
どうあるべきか？　企業分析の新しい方法を提起．

現代会計制度の構図
 16018-1
野中郁江著
A5判/288頁/6200円（2005.1）
経済のグローバル化により，企業会計制度は戦後
最大の変容をとげつつある．わが国企業会計の現
状を批判的に解明し，今後の研究課題を提起する．

現代会計基準論
批判から提言へ 16012-9
角瀬保雄著
A5判/216頁/4175円（1995.10）
会計制度の中核をなす「会計基準」の具体的分析
をとおして，資本主義会計の構造と矛盾を明らか
にし，「あるべき会計」の方向と内容を提言する．

ユーゴ会計制度の研究
所得分配会計変遷史 16015-0
谷江武士著
A5判/384頁/12500円（2000.11）
旧ユーゴは1950年から91年の連邦解体まで，独
自の「自主管理社会主義」の実践を展開．そのも
とで導入された所得分配会計制度の貴重な研究．

非営利法人・団体と労働組合の会計と税務Q&A
16020-4

協働公認会計士共同事務所，税務協働税理士共同事務所編著
A5判/288頁/2200円（2013.10）
非営利組織の会計・税務を担当する方に．会計基
準や決算書の基本から，方針を立てづらい会計・
税務処理の悩みまで，１冊で解決．
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社 会
福祉･医療
地域社会
家族社会
マスコミ
環境問題
社会一般
東日本大震災・福島第一原発事故

小川政亮著作集　全８巻 30169-0

小川政亮著作集編集委員会編
A5判/平均368頁/各4500円（2007.10）
朝日訴訟を支え「人権としての社会保障」を理論
化した小川政亮の著作を分野別に集成．社会保障
の未来の展望に不可欠の文献集．

①人権としての社会保障 30171-3

②社会保障法の史的展開 30172-0

③社会保障の権利と組織・財政 30173-7

④家族・子どもと社会保障 30174-4

⑤障害者・患者・高齢者の
　人として生きる権利 30175-1

⑥戦後の貧困層と公的扶助の権利 30176-8
⑦社会保障権と裁判 30177-5

⑧社会保障と平和・国籍・被爆者 30178-2

現代社会と子どもの貧困
福祉・労働の視点から 36085-7
法政大学大原社会問題研究所／原伸子，岩田美香，宮島喬編
A5判/336頁/4500円（2015.3）
先進国中で最悪ともいわれる子どもの貧困．福祉
制度や支援のあり方，母親の就労環境，諸外国の
状況など複眼的な論考による分析．

社会福祉のゆくえを読む　介護保険見直し・
保育制度改革・支援費制度 36045-1
伊藤周平著
46判/184頁/1600円（2003.12）
90年代後半から具体化された「社会福祉基礎構
造改革」の問題点を検証し，国民にとって望まし
い社会福祉・社会保障改革の方向と課題を提言．

デンマークの高齢者が世界一幸せなわけ
 36064-2
澤渡夏代ブラント著
46判/216頁/1700円（2009.3）
手厚い年金保障，専門家による行き届いた介護・
看護，配慮されたケア住宅…「幸福度世界一」の
高齢者福祉の実情を明らかにする．

年金不安50問50答
 36038-3
公文昭夫著
A5判/192頁/1700円（2003.7）
若者から中高年，高齢者まで広がっている年金へ
の不信と不安．年金の基礎知識から制度改革の問
題点までを社会保障充実の立場から解説．

人間裁判
朝日茂の手記 36046-8
朝日訴訟記念事業実行委員会編
46判/232頁/1500円（2004.1）
日本の社会保障の前進に多大な影響を与えた朝日
訴訟の原告が残した，生い立ちから裁判の渦中に
倒れるまでの手記．この訴訟の意義がうきぼりに．

2005年日本の福祉 論点と課題
 36052-9
相野谷安孝，植田章，唐鎌直義，河合克義編
A5判/176頁/1700円（2005.5）
年金制度改革問題，介護保険制度の見直し問題，
障害者福祉制度の再編問題等々，2005年の日本
の社会福祉・社会保障の問題点・論点・争点を解説．

病気になったら死ねというのか
医療難民の時代 36059-8
矢吹紀人著
46判/167頁/1500円（2007.9）

「国民が医療・介護を受けられない」という事態が
全国で急増している．いかに健康に生きるすべを
阻害されているのかを告発する．

買物難民
もうひとつの高齢者問題 36062-8
杉田聡著
46判/208頁/1600円（2008.9）
全国各地の調査をもとに，高齢者がいかに買物で
苦労しているかを明らかにし，改善のための各地
の取り組みと具体的な対策を提言．

日本一の長寿郷
山口県東和町 62020-3
榎並悦子写真・文
A5判/176頁/1942円（1995.5）
65歳以上が半数近い高齢化率日本一の町．仕事
に暮らしに「生涯現役」のお年寄りが活躍するそ
の秘訣とは？　長寿を支える風土の様子を伝える． 

図解百科 はじめての在宅介護
 36021-5
全国老人福祉問題研究会編
A4判変型/288頁/2500円（1997.12）
家庭での老人介護のノウハウをあらゆるケースに
対応できるように図解し，公的サービスの利用や
遺言・離婚などの法的問題もわかりやすく解説．

つくって贈ろう
さわるカード・カレンダー・絵本 41142-9
ぐる～ぷばる～ん著
A4判変型/108頁/1800円（2002.8）
目の不自由な子どもにプレゼントする，シンプル
で楽しい，安全な作品のつくり方をイラストで解
説．材料は身近にあるものをリサイクル．
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リハビリ遊具を作る
 61045-7
関根重信著
A4判変型/132頁/2200円（1998.3）
主に手足にマヒのある子ども向けの，木工工作で
つくるリハビリ遊具を紹介．くり返し遊ぶことで
リハビリの助けになります．

身体障害者補助犬法を知っていますか
 36043-7
有馬もと著
A5判/144頁/1500円（2003.6）
盲導犬，聴導犬等，身体障害者を支える介助犬を
公共施設や店舗，電車に同伴できるようになった．
法律の内容，社会の側がどう対応するかを解説．

アシスタンス・ドッグ
障害者の心と身体を支える犬たち 36023-9
有馬もと著
46判/232頁/1600円（1999.3）
盲導犬，聴導犬，てんかん発作を予知するアラー
ト犬，肢体不自由の人を支える介助犬など，「彼ら」
の見事な仕事ぶりと心のケアを紹介します．

異質の光
糸賀一雄の魂と思想 36051-2
髙谷清著
46判/336頁/2200円（2005.4）
日本における社会福祉の草分け，糸賀一雄．今な
お強い魅力をたたえるその人格と思想は，どのよ
うに育まれたのか．糸賀一雄の全体像に迫る．

どんなに障害が重くとも
1960年代・島田療育園の挑戦 36083-3
明神もと子著
46判/264頁/1800円（2015.1）
障害の重い子の「救済」から，発達と教育の「保
障」へと転換した1960年代．その時代に島田療
育園が果たした実践的役割を検証．

いのち輝く日
ダウン症児ナーヤとその家族の旅路 36048-2
ミッチェル・ズーコフ著　浜島高而訳
46判/404頁/2800円（2004.5）
勇気ある決断をくだした家族の姿を追い，家族と
は，人間の価値とは何かを問う．米国ダウン症会
議，米国知的障害協会等から絶賛を浴びたルポ．

医学とエンゲルス
社会医学の立場から 36066-6
松岡健一著
A5判/384頁/4500円（2009.5）

『イギリスにおける労働者階級の状態』を医師の
視点から読み返し，エンゲルスがいかに労働者の
健康問題に取り組んでいたかを語る．

人間らしく生きるための社会保障運動
中央社保協五〇年史 36061-1
中央社会保障推進協議会編
A5判/488頁/6000円（2008.8）
結成当初の理念を大切にしながら，半世紀にわた
ってさまざまな運動をすすめてきた50年の歴史
をふりかえり今後の運動を展望．

新版 やさしい調査のコツ
 33042-3
森靖雄著
A5判/256頁/2000円（2005.3）
調査マン教育の達人による好評の調査手引書の全
面リニューアル版．エクセルによる集計方法も詳
細に説明．すぐに役立つ具体例満載の解説書．

写真集 西陣
美を織る暮らし 62016-6
神山洋一著
A5判/212頁/2427円（1993.1）
西陣生まれ，西陣育ちの著者が，十数年にわたっ
て西陣の日常とそこに生きる人びとにカメラを向
けつづけてきた入魂の写真集．

平塚らいてう著作集　全8冊

平塚らいてう著作集編集委員会編
46判/平均400頁/価不同・⑦補巻品切
85年にわたるらいてうの生涯の心の軌跡，思想
の発展過程，主張，運動など，その全体像をつぶ
さに知ることのできる著作集．

④むしろ性を礼拝せよ

1924～1927 30094-5
46判/400頁/3000円（1983.12）
愛と性に深くかかわる女性の立場から，らいてう
は新しい性道徳の確立を主張しつづけた．社会的
視野の広がりを示す著作を収録．

⑤婦人戦線に参加して

1928～1934 30095-2
46判/432頁/3000円（1984.2）

「無産芸術連盟」に参加する一方で，消費組合組織
をつくる．家婦としての日常と消費組合運動にた
ずさわるなかで行われた世相への発言等も多い．

金いろの自画像
平塚らいてう ことばの花束 35019-3
米田佐代子編
46判/128頁/1200円（2005.5）
愛と平和に生きたらいてうのことばは未だ新鮮で
ある．選出された珠玉の60編は，21世紀を生き
る私たちへのメッセージである．

戦争とジェンダー　戦争を起こす男性同盟と
平和を創るジェンダー理論（somo-somo双書） 32024-0
若桑みどり著
46判/248頁/1300円（2005.4）
戦争を遂行する側にいなかったジェンダーである
女性が，戦争を止めるために戦争を語る．独自の
ジェンダー論を展開してきた著者の書き下ろし．

性的支配と歴史
植民地主義から民族浄化まで 35027-8
宮地尚子編著
46判/344頁/2800円（2008.2）
私たちを支配するヨーロッパ中心主義，男制中心
主義，性秘匿主義からの脱却を目指し，未踏の領
域へ議論を切り拓く意欲的な思考．
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ジェンダー視点から戦後史を読む
 35032-2
米田佐代子,大日方純夫,山科三郎編著
46判/264頁/2600円（2009.12）
憲法，教育，労働運動，性，地域社会，戦争の記
憶，平和運動，人間関係論の８つのテーマからジ
ェンダー問題を明らかにする．

続 はじめて学ぶジェンダー論
 35021-6
伊田広行著
A5判/240頁/1900円（2006.3）
セックス，セクシュアリティ，性暴力についての
アクチュアルな問題意識からジェンダーを考える．
入門テキストの続篇．

デートＤＶと恋愛
 35034-6
伊田広行著
46判/328頁/2800円（2010.11）
デートＤＶについて実践的な観点から問題を整
理・分析．従来のＤＶ論に欠落していた恋愛観に
関する考察を重視し，問題提起する．

ストーカーから身を守るハンドブック
33084-3

エミリー・スペンス・アルマゲヤー著，上田勢子訳
A5判/88頁/1200円（2014.9）
ストーカー心理，ストーカー行為，法的手段，身
を守る方法などをわかりやすく解説．巻末に記録
法，安全チェックリスト付．

働く女性とマタニティ・ハラスメント
「労働する身体」と「産む身体」を生きる 35029-2
杉浦浩美著
46判/256頁/2600円（2009.9）
妊娠という身体的制約を抱えながら働く不安，職
場の無理解やマタニティ・ハラスメントともいえ
る行為等，実態を明らかにし考察．

「セックスワーカー」とは誰か
移住・性労働・人身取引の構造と経験 35026-1
青山薫著
46判/416頁/3800円（2007.12）
ジェンダー格差と経済格差にもとづいたグローバ
ルな性取引．タイと日本でのフィールドワークを
もとに，当事者への理解を試みる．

フィリピンの少女ピア
性虐待をのりこえた軌跡 35023-0
中島早苗，野川未央著
46判/168頁/1400円（2006.8）
両親を知らずに育ち性虐待を受けたピア．助け出
され，周囲のケアで回復していく．性虐待からの
回復に何が必要かを本人が語る貴重な体験談．

ＡＶ神話
アダルトビデオをまねてはいけない 35028-5
杉田聡著
46判/240頁/1700円（2008.7）
膨大なＡＶ映像を詳細かつ批判的に検証し，その
暴力性と女性蔑視の本質を見抜く必要性を説く．
最終的に被害を受けるのは女性だ．

沖縄ジェンダー学1
「伝統」へのアプローチ 35051-3
喜納育江編著
A5判/296頁/3400円（2014.3）
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって進めてき
たプロジェクトの成果の集成．第１巻では沖縄の
伝統文化とジェンダー研究の接点を探る．

沖縄ジェンダー学２
法・社会・身体の制度 35052-0
喜納育江，矢野恵美編著
A5判/304頁/3400円（2015.2）
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって進めてき
たプロジェクトの成果の集成．第２巻では沖縄の
社会制度とジェンダー観の関わりについて考える．

沖縄ジェンダー学３
交差するアイデンティティ 350537 
喜納育江編著
A5判/280頁/3400円（2016.2）
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって進めてき
たプロジェクトの成果の集成．第３巻では境域の
文化とアイデンティティの関係に焦点をあてる．

戦後沖縄の生殖をめぐるポリティクス
米軍統治下の出生力転換と女たちの交渉　35040-7
澤田佳世著
A5判/400頁/6500円（2014.2）
戦争の傷跡と，強固な父系継承主義，そして米軍
統治のもとに生きた戦後沖縄の女性たち．「日本」
とは異なる生殖の戦後史を描く．

資本論における社会と人間
（科学全書33） 40143-7
河村望著
B6判/192頁/1301円（1990.6）
社会学の視点から，『資本論』を読み直す．マルク
スが，人間の顔をした共同体を，新たな段階で復
活させることを展望していたことを解明．

21世紀のマスコミ　全5巻 30160-7

桂敬一，須藤春夫，服部孝章，伊藤洋子編
A5判／平均256頁／揃価11000円
空前の転換期を迎え，ジャーナリズムをめぐる問
題が噴出するマスコミをどう変革するのか．現場
ジャーナリストと研究者が未来への道を探究する．

①新　聞
転機に立つ新聞ジャーナリズムのゆくえ 30161-4
桂敬一編
A5判/272頁/2200円（1997.7）
政治・経済・社会部報道から情報公開・マルチメデ
ィア化まで新聞が直面する主要な問題を第一線で
活躍する記者が自己検討をまじえて解明．

③広　告
広告は市民とマスコミの敵か味方か 30163-8
須藤春夫編
A5判/240頁/2200円（1997.9）
広告本来の役割に着目し，意見広告，メセナ，広
告表現と人権・環境，地域広告など，広告人の具
体的課題を豊富な事例紹介をもとに提示．
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④出　版
出版文化の崩壊はくい止められるか 30164-5
伊藤洋子編
A5判/256頁/2200円（1997.10）
メディアの原点＝出版の産業として抱える問題と
文化・ジャーナリズム機能を解明．仕事のあり方
や歴史確認を生きいきと提起．

⑤マルチメディア時代とマスコミ
 30165-2
桂敬一編
A5判/256頁/2200円（1997.11）
地球規模でのメディア市場戦争の実像と問題点を
マスコミ各分野ごとに分析し，ジャーナリズムの
危機克服の道と可能性を大胆に探究．

オルタナティブ・メディア
変革のための市民メディア入門 33057-7
ミッチ・ウォルツ著　神保哲生訳・解説
46判/280頁/2800円（2008.12）
巨大な商業メディアの足下で，ミニコミから無免
許ラジオまであらゆる手段を用い世界の均質化に
抵抗するメディア運動の数々を各国から紹介．

キーワードで読み解く
現代のジャーナリズム 33045-4
JCJジャーナリズム研究会編　吉原功編集代表
A5判/320頁/2200円（2005.12）
混迷する時代のなか，メディアは時代を正確に伝
えているのであろうか．市民の立場から最新の日
本のジャーナリズム状況を解析する．

個
プ ラ イ バ シ ー

人情報丸裸のマイナンバーはいらない！ 
 33087-4 
永山利和，今西清編著
A5判/176頁/1600円（2016.1）

「告知」から始まっている自治体ほか現場での混
乱と多くの国民の不安増大．当面中止と廃止を求
める国民的運動のための一書．

公正中立がメディアを殺す
『放送レポート』別冊 79043-2 
メディア総合研究所・放送レポート編集委員会編
A5判/224頁/1600円（2016.4）
現職総務大臣からの放送法による電波停止を示唆
する発言が物議を巻き起こしている．メディアの
現場からジャーナリズムの存在を問いかける．

テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス
13局男女30人の聞き取り調査から 33082-9
林香里，谷岡理香編
A5判/256頁/2800円（2013.11）
テレビ局で報道職に携わる21人の管理職と9人の
30代男女への詳細なインタビュー調査から，誕
生60年のメディアにジャーナリズム性を問う．

現代ニッポン年中行事
 33011-9
松浦総三編 
46判/224頁/1300円（1986.5）
毎年4月はテレビ新番組，5月には国会の会期延長
が強行採決，6月はお中元売出し．現代の｢年中行
事｣の舞台裏に，記事づくりの現場から切り込む．

ゆっくりノートブック　全8冊
辻信一監修
B6判/平均170頁/各1200円
スローとエコロジーの思想を軸に，じっくりとこ
とん対談をする．ゆっくりノートブックは懐かし
い未来のための備忘録．

①そろそろスローフード
今，何をどう食べるのか？  32031-8
島村菜津，辻信一著
B6判/160頁/1200円（2008.6）
本物のスローフードの時代がやってきた．「スロ
ー」を軸に島村菜津と辻信一が食の世界を語りつ
くす．食を根本から考える本．

②テクテクノロジー革命
非電化とスロービジネスが未来をひらく 32032-5
藤村靖之，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2008.9）
環境を考慮にいれ藤村博士が発明するのは非電化
製品の数々．さらにこの製品で地域に根ざすスロ
ービジネスを提唱する．

③エコとピースの交差点
ラミス先生のわくわく平和学 32033-2
C・ダグラス・ラミス，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2008.12）
いかに経済がつくりだす戦争状態に左右されてき
たのか．抜けだすためにはエコ的な方法が必須．
エコとピースがすっと結びつく本．

④ゆるゆるスローなべてるの家
ぬけます，おります，なまけます 32034-9
向谷地生良，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2009.3）
べてるの家誕生秘話から現在まで．弱さを絆につ
ながるべてるの家は，まさにスローライフの実践
場だった．べてる語録も満載．

⑤いよいよローカルの時代
ヘレナさんの「幸せの経済学」 32035-6
ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ，辻信一著
B6判/176頁/1200円（2009.6）
今やグローバリゼーションでなくローカリゼーシ
ョンの時代．ムーブメントの実例や地域に根ざし
経済をつくりかえる方法を伝える．

⑥スローメディスン
まるまる治る，ホリスティック健康論 32036-3
上野圭一，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2009.12）
自然治癒力を目ざめさせ，内側から治癒を誘導す
る代替医療はまさにスローメディスン．医療とエ
コロジーのつながりを発見する．

⑦しんしんと、ディープ・エコロジー
アンニャと森の物語 32037-0
辻信一，アンニャ・ライト著 
B6判/176頁/1200円（2010.5）
森の声をきき，ナマケモノのように生きるとは？
ディープ・エコロジーについてじっくり語りあう．
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⑧自然農という生き方
いのちの道を，たんたんと 32038-7
川口由一・辻信一著
B6判/176頁/1200円（2011.5）
無農薬，無肥料，不耕起が基本の自然農．70年代
からの先駆的実践者・川口由一にその極意を聞く．

食とたねの未来をつむぐ
わたしたちのマニフェスト 33065-2
ヴァンダナ・シヴァ編著　小形恵訳
46判/160頁/1500円（2010.7）
大切にしたいもの，守りたいもの，分かち合いた
いもの．食を愛するひとたちが，みんなでつくっ
たマニフェスト．

リサージェンス誌選集
つながりを取りもどす時代へ
持続可能な社会をめざす環境思想 33062-1
枝廣淳子監訳
A5判/176頁/1600円（2009.10）
ゴア，マータイ，スティング，シヴァ，トマス・ムーア
ほか著名人の提言を編んだ骨太の環境思想の本．

水俣 胎児との約束　医師・板井八重子が
受けとったいのちのメッセージ 33047-8
矢吹紀人著
46判/200頁/2000円（2006.11）
水俣で医療を行ってきた板井医師が，女性たちの
膨大な調査に基づき有機水銀による「妊娠異常」
など胎内汚染の真実を追究した活動の記録．

尾瀬は病んでいる
 33017-1
加藤久晴著
46判/224頁/1748円（1987.6）
特別天然記念物に指定された尾瀬は大量の入山者
を迎え死の危機に瀕した．そのよみがえりを求め
長期取材に従事してきた著者による警告の書．

環境教育 善意の落とし穴
（クレスコファイル１） 40801-6
田中優著
46判/96頁/1000円（2009.1）

「みんなの心がけ」だけでは解決しない環境問題
の本質を突く．『月刊クレスコ』から誕生したクレ
スコファイルシリーズの第１弾！

アメリカは変われるか？　立ち上がる市民たち！
（クレスコファイル２） 40802-3
堤未果著　
46判/96頁/1000円（2009.3）
新自由主義的政策により生じた弊害に抗するため
に米市民はどのように連帯し，立ち上がりつつあ
るのか．行動する市民の姿を描く．

世界一周　元気な市民力
（クレスコファイル３） 40803-0
伊藤千尋著
46判/96頁/1000円（2009.10）
新自由主義，米軍事支配，社会主義的管理主義に
抗する人々の闘いを描く．世界各地の市民の姿は
社会変革の可能性を力強く示す．

ドキュメント アメリカ先住民
あらたな歴史をきざむ民 33067-6
鎌田遵著
46判/432頁/2800円（2011.11）
あらゆる困難がのしかかるアメリカ社会の最底辺
で苦闘しつつ，先住民の誇りとあらたな挑戦に賭
ける様々な部族の相貌．唯一無二の記録．

アップタウン・キッズ　
ニューヨーク・ハーレムの公営団地とストリート文化
 35033-9
T.ウィリアムズ，W.コーンブルム著　中村寛訳
46判/320頁/3600円（2010.6）
ニューヨーク・ハーレムに生きる若者たちの光と
影を特異な文体で描き出した同時代のスケッチ．

ウォール街を占拠せよ
はじまりの物語 33078-2
ライターズ・フォー・ザ・99%著　芦原省一訳
高祖岩三郎解説　46判/272頁/2200円（2012.9）
世界各地の蜂起に呼応し，資本主義の中枢を震撼
させた占拠運動． 新たな民主主義を創造する運動
の担い手自身が綴るドキュメント．

フランス ジュネスの反乱
主張し行動する若者たち 33054-6
山本三春著
46判/296頁/2000円（2008.6）
フランスの若者たちが，失業とプレカリテが広が
る社会に抗して立ち上がった２つの「反乱」を追
う．渾身のルポルタージュ．

中東革命のゆくえ
現代史のなかの中東・世界・日本 23020-4
栗田禎子著
46判/280頁/2200円（2014.10）

「自由，尊厳，社会的公正」を掲げたエジプトの
2011年民衆革命を軸に，中東を世界現代史のな
かに位置づけ，その構造を描き出す．

北朝鮮の人権問題にどう向きあうか
21109-8

小川晴久著
46判/224頁/1800円（2014.8）

〈人道に対する罪〉を止めるために．北朝鮮での
人権侵害の実態はどのようなものか．国際社会は
どう動いているか．日本の人たちは何をすべきか．

ホームレスと自立／排除
路上に〈幸福を夢見る権利〉はあるか 33053-9
笹沼弘志著
46判/320頁/2600円（2008.2）
貧困の極限たる野宿者はなぜ偏見と排除にさらさ
れ続けるのか．思想的・法的考察から近代の人権
理論をアクチュアルに鍛えなおす．

高卒女性の12年
不安定な労働、ゆるやかなつながり 35041-4 
杉田真衣著
46判/240頁/2500円（2015.7）
高校3年から30歳まで，わずかなつながりを支え
に，東京で生きぬくノンエリート女性たち．その
歩みを，インタビュー調査から描く．
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若者と社会変容
リスク社会を生きる 35031-5
A・ファーロング，Ｆ・カートメル著　乾彰夫ほか訳
46判/320頁/2800円（2009.11）
先進諸国が直面する「若者期」の変容を，教育，
雇用，余暇，政治参加などの諸側面から検証．新
たな困難と変わらぬ不平等を描く．

ノンエリート青年の社会空間　働くこと，
生きること，「大人になる」ということ 35030-8
中西新太郎，高山智樹編
46判/392頁/3200円（2009.9）
標準的ライフコースを外れた若者たちが，不利な
条件下でなお「何とかやっていく」空間を形成す
るため模索する姿を丹念に描く．

高卒５年　どう生き，これからどう生きるのか
若者たちが今〈大人になる〉とは　　　　  　35039-1
乾彰夫編
46判/368頁/3000円（2013.7）
高校３年の秋から卒業５年目まで，７年におよぶ
追跡調査をもとに大都市で懸命に生きる若者たち
の成長過程とその意味を描く．

若者の労働と生活世界
彼らはどんな現実を生きているか 35025-4
本田由紀編
46判/368頁/2400円（2007.5）
混迷の時代，模索する若者たちの「現場」から見
える実像とは．気鋭の研究者らが同世代の現実と
日本社会の矛盾を問う画期的論集．

1995年
未了の問題圏 33056-0
中西新太郎編
46判/272頁/1900円（2008.9）
震災，オウム，就職氷河期，戦後50年，ゴーマニ
ズム宣言…雨宮処凛，湯浅誠らとの世代を超えた
対話を通じて〈1995年〉のリアルに迫る．

さよなら，消費社会
カルチャー・ジャマーの挑戦 33046-1
カレ・ラースン著　加藤あきら訳
46判/280頁/2200円（2006.6）
メディアやブランドが提案する生き方なんかクー
ルじゃない．メディアと消費とエコロジーを問い
直し，新しい文化と価値観の創造を呼びかける．

ＧＮＨ
もうひとつの〈豊かさ〉へ，10人の提案 33055-3
辻信一編著　
46判/272頁/1800円（2008.7）
GNP＝国民総生産で計る経済成長から，GNH＝
国民総幸福で計る豊かさへの転換を，食・時間・農
など十人十色の視点から語る．

しのびよる破局
生体の悲鳴が聞こえるか 33058-4
辺見庸著
46判/176頁/1300円（2009.3）
金融恐慌，地球温暖化，新型インフルエンザ…異
質の破局が同時進行するいまだかつてない時代に
どう生きるべきか．鬼気迫る思索の書．

いま，逆攻のとき
使い捨て社会を越える 33059-1
鎌田慧著
46判/160頁/1500円（2009.5）
一貫して労働現場を歩き続けてきたルポライター
が，搾取と収奪の実態を怒りをこめて告発する．
湯浅誠，川田文子との対談も収録．

いま，連帯をもとめて
 33050-8
鎌田慧著
46判/264頁/1800円（2007.6）
逆境の中でこそ連帯を！最も信頼できるルポライ
ターが矛盾の深まる日本社会のさまざまな現場に
出かけ書いた，時代に抗う記録集．

闇こそ砦　上野英信の軌跡
 54046-4
川原一之著
46判/256頁/2600円（2008.4）
北九州・筑豊の廃坑跡に住んで，その生涯を炭鉱
労働者の記録を遺すことに捧げた上野英信．丹念
な取材をもとに描き出した評伝．

世紀末日本を嗤
わら

う
 33038-6
黒田清著
46判/208頁/1500円（1999.9）
危うい道を歩む世紀末日本を，半分共産党，レッキ
とした「半共」の著者が，注目の問題・事件の核心
をユーモアを交え巧みな表現で切り取る．

福島からあなたへ
 33070-6
武藤類子著　森住卓写真
46判/96頁/1200円（2012.1）

「さようなら原発集会」で６万人に深い感動をよ
んだ歴史的スピーチ．福島県民の不安と葛藤，そ
して決意と希望を力強く語る．

あれからの日々を数えて
東日本大震災・一年の記録 33073-7
ＮＨＫ取材班著
46判/432頁/2200円（2012.3）
東日本大震災を様々な角度から伝えてきたＮＨＫ．
災害の現場に立った取材者は，何を見，何を考え
たのか．密着取材による迫真のルポルタージュ．

東日本大震災からの復興まちづくり
 33069-0
佐藤滋編
46判/320頁/2200円（2011.12）
被災住民と共に復旧・復興の最前線で活動する都
市計画・まちづくりの専門家たちが現状をふまえ
て提言．

増補版 まんが 原発列島
 33066-9
角田道生，中島篤之助監修　向中野義雄画
安斎育郎解説　柴野徹夫作
46判/272頁/1200円（2011.4）
22年前に原発事故の危険性を指摘した，警告の
書を増補・復刊！
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原発・放射能図解データ
 44039-9
野口邦和監修　プロジェクトＦ文
A5判/160頁/1800円（2011.8）
原発と地震，核廃棄物，電力コスト，発電能力と
需要のピーク．放射能と人体，自然エネルギーの
可能性など120点のデータと解説．

『放送レポート』別冊
大震災・原発事故とメディア 79042-5
メディア総合研究所・放送レポート編集委員会編
A5判/144頁/1300円（2011.7）
東日本大震災――その時，メディアの現場はどう
立ち向かったのか．そして原発事故を受けてメデ
ィアはどうすべきか，現場からのレポートで綴る．

原発テレビの荒野
政府・電力会社のテレビコントロール 33074-4
加藤久晴著
46判/248頁/1600円（2012.4）
原発推進テレビ映像の数々，そのなかでも製作さ
れてきた反原発番組，その理不尽な仕打ちを追い，
テレビメディアの歪みを照射する．

原発事故の被害と補償
フクシマと「人間の復興」 33071-3
大島堅一・除本理史著
46判/176頁/1600円（2012.2）
東電はじめ原発関連企業の責任と国の役割を追及．
被害の「全面補償」と財源問題の検討から，エネ
ルギー政策転換への課題を提示．

市民がつくった電力会社
ドイツ・シェーナウの草の根エネルギー革命 33076-8
田口理穂著
46判/224頁/1700円（2012.8）
南ドイツの小さな町の反原発運動が，ドイツ屈指
の自然エネルギー電力会社を生んだ．フクシマ以
後の日本の進路を照らす希望の物語．

自然エネルギー革命をはじめよう
地域でつくるみんなの電力 33079-9
高橋真樹著
46判/224頁/1800円（2012.11）
自治体や市民による各地の自然エネルギーへの取
り組みをルポ．一人ひとりがエネルギーを手にす
る重要性と，脱原発への希望を伝える．

『技術と人間』論文選
問いつづけた原子力 1972-2005 33072-0
高橋昇・天笠啓祐・西尾漠編
A5判/504頁/5200円（2012.3）
原子力開発に対し，一貫して反対の論陣を張って
きた雑誌『技術と人間』から重要論文を精選．原
子力関連年表・論文一覧を付す．

ドイツ脱原発倫理委員会報告
社会共同によるエネルギーシフトの道すじ　　 33080-5
吉田文和，ミランダ・シュラーズ編訳
安全なエネルギー供給に関する倫理委員会著
A5判/160頁/1800円（2013.7）
脱原発決定を後押しした報告書．未来への責任と
エネルギーシフトの可能性を高らかに宣言する．

大間・新原発を止めろ
核燃サイクルのための専用炉 33083-6
稲沢潤子，三浦協子著
46判/208頁/1800円（2014.7）
下北半島の大間で使用済核燃料を再利用する
MOX燃料専用の原子炉が動き出す．建設に至る
過程と現地や函館の差し止め運動を伝える．
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教 育
教育理論
発達
学校
各科教育
性教育
障害児教育
読書･作文･絵

中学･高校生･青年
問題
大学問題
保育･子育て

子どもの作文で綴る戦後50年　全17巻 40200-7
日本作文の会編
A5判/平均256頁/揃価46206円
戦後50年間に，日本の小・中学生が書き残した膨
大な作品群から1176点を精選．戦後の“子ども
世界”を17のテーマ別に再構成．

①戦争が終わった
 40201-4
メッセージ＝寿岳章子
A5判/256頁/2718円（1995.11）
終戦直後の廃墟のなかで，子どもたちは，何を考
え，どんな生活をしてきたのか．懸命に生きる子
どもたちの姿が浮かびあがる．

②友だちだから
 40202-1
メッセージ＝落合恵子
A5判/260頁/2718円（1995.11）
友だちとけんかをしたり励ましあったりしながら
成長する子どもたち．友だちをめぐる子どもたち
の姿と心が，子ども世界を豊かに描きだす．

③家族ってなんだ
 40203-8
メッセージ＝辰濃和男
A5判/256頁/2718円（1995.11）
戦後日本の家族の姿は激変した．しかし，どんな
に変わろうとも，子どもたちは，家族の愛をいっ
しんに求め，けなげに生きつづける．

④すきな先生きらいな先生
 40204-5
メッセージ＝小山内美江子
A5判/264頁/2718円（1995.11）
終戦後，子どもたちは先生とともに学ぶ喜びをと
りもどした．先生と深く対等な関係をつくってい
こうとする子どもの姿を描きだす．

⑤遊ぶのだいすき
 40205-2
メッセージ＝古田足日
A5判/256頁/2718円（1995.11）
子どもにとって遊びは生活そのもの．遊んだ楽し
さ，おとなに言いたいこと等をいきいきと表現す
る作品群は，戦後の「子ども遊び史」でもある．

⑥どうして勉強するの
 40206-9
メッセージ＝千田夏光
A5判/256頁/2718円（1995.11）

「勉強」にかかわる喜びや悩み・苦しみのあり様は
受験競争の激化とともに変わってきたが，子ども
たちは学ぶ意味をひたむきに問いつづける．

⑦みんな働いてるんだ
 40207-6
メッセージ＝斎藤茂男
A5判/280頁/2718円（1995.11）
敗戦直後から今日まで，子どもたちは，自分と家
族の労働を生き方と重ねあわせ見つめてきた．子
どもの澄んだ目が労働の意味を問いかける．

⑧自然とともに
 40208-3
メッセージ＝森まゆみ
A5判/256頁/2718円（1995.11）
四季折々の生活，動物とのふれあい，科学的な観
察，災害や公害などに目をむけた作品集．未来へ
向けて人間と自然の共生を訴え語りかける．

⑨わたしたちの生きてる町
 40209-0
メッセージ＝増田れい子
A5判/264頁/2718円（1995.11）
戦後の荒廃から今日まで，地域は大きな変貌をと
げた．各地の自然・産業・生活・文化とそこに生き
る人びとの心の歴史を，子どもの目でとらえる．

⑩世の中を見つめて
 40210-6
メッセージ＝鶴見和子
A5判/248頁/2718円（1995.11）

「世の中」を見つめる子どもたちの作品には，そ
の時代の社会の姿とともに，子どもたちの思いや
願いがこめられている．

⑪どうして戦争するの
 40211-3
メッセージ＝早乙女勝元
A5判/256頁/2718円（1995.11）
子どもたちは，人類がくり広げるおろかで悲惨な
戦争を，どんな目でとらえてきたのか．子どもた
ちの率直な平和への願いの記録．

⑫いのちの輝き
 40212-0
メッセージ＝神山征二郎
A5判/256頁/2718円（1995.11）
子どもたちはどんな場でいのちの尊さを知るのか．
誕生，成長，病や死，そしていじめや困難をのり
こえ，人間の尊厳を学んでいく心の成長を描く．

⑬愛する
 40213-7
メッセージ＝山田洋次
A5判/256頁/2718円（1995.11）
愛し・愛されることの喜び，あるいは愛せない・愛
されないことの苦しさ．「愛する」という心の揺れ
を軸に，子どもたちの生きざまをたどる．
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⑭自分をさがす
 40214-4
メッセージ＝後藤竜二
A5判/248頁/2718円（1995.11）
現実に直面する出来事のなかで，悩み迷いながら
生きる子どもたち．自立への階段を一歩一歩のぼ
る過程は，心の変化を鮮やかに映しだす．

⑮これが楽しみなんだ
 40215-1
メッセージ＝五味太郎
A5判/256頁/2718円（1995.11）
ＴＶやマンガの人気者に夢中になったり，本や趣
味を楽しんだりしながら，子どもは自分たちの文
化をつくってきた．戦後「子ども文化史」の記録．

⑯こんな人になりたい
 40216-8
メッセージ＝中山千夏
A5判/248頁/2718円（1995.11）
子どもたちは，夢やあこがれ，人間の生き方への
模索や感動を，真剣なまなざしで語りかける．読
者に生きる励ましを与える子どもたちの声．

⑰未来に向かって
 40217-5
メッセージ＝大田堯
A5判/256頁/2718円（1995.11）

「社会の鏡」といわれる子どもたちは，自分や自
分のまわりの未来をどのように感じてきたのか．
未来に向かう子どもたちの姿を描きだす．

子ども文化の現代史
遊び・メディア・サブカルチャーの奔流 41225-9
野上暁著
46判/256頁/2000円（2015.3）
浮浪児が登場する「鐘の鳴る丘」から３ＤＳゲー
ム妖怪ウォッチまで，子ども文化の７０年をメデ
ィアと関連しながら追う．

現実と向きあう教育学
教師という仕事を考える25章 41205-1
田中孝彦，藤田和也，教育科学研究会編
A5判/272頁/2500円（2010.2）
いま学校現場で教師が直面する問題と子どもたち
をとりまく困難を25の視点から読み解き，教育
者の果たしうる役割と希望を描く．

学力の社会科学
［付］回想の同時代 41204-4
中内敏夫著
46判/224頁/2500円（2009.11）
学力問題かんする理論的考察，社会的考察，日本
社会史―この３つの論稿を収録．各論稿にその原
型が書かれた同時代の回想を付記．

専門学校の教育とキャリア形成
進学・学び・卒業後 41214-3
植上一希著
A5判/312頁/3600円（2011.3）
教員や学生への聞き取り調査を中心に，多くの青
年を職業世界へと送り出している専門学校の実態
に迫り，その現代的な意義を示す．

職業教育と商業高校
新制高等学校における商業科の変遷と
商業教育の変容 41212-9
番場博之著
46判/240頁/3400円（2010.12）
岐路に立つ商業教育と商業高校の歴史と現状を検
証し，今後の職業教育のありかたを探る．

青年の社会的自立と教育
高度成長期日本における地域・学校・家族 41213-6
橋本紀子，木村元，小林千枝子，中野新之祐編
A5判/384頁/5800円（2011.2）
出産・育児，教育の構造が変貌した高度成長期．
社会へと向かう青年と家族の諸相，また教師のか
かわりを口述史料からを描き出す．

持続可能な包摂型社会への生涯学習
政策と実践の日英韓比較研究 33068-3
鈴木敏正・姉崎洋一編
A5判/294頁/4500円（2011.11）
排除型社会から持続可能な包摂型社会の政策と実
践の一環としての生涯学習．その性格と発展課題
を日英韓比較研究により解明する．

人間の疎外と市民社会のヘゲモニー
生涯学習原理論の研究 41165-8
黒沢惟昭著
46判/704頁/6000円（2005.10）
疎外を超克しようとする場が市民社会で，疎外回
復の営為をヘゲモニーとよぶ．疎外回復の主体形
成のための生涯学習とは．その原理論をさぐる．

情動と感情の教育学
 41124-5
坂元忠芳著
46判/328頁/4200円（2000.8）

「学級崩壊」，あいつぐ少年犯罪…．そのとき子ど
もたちの中で何が起こっているのか．情動と感情
の問題をあらためて教育学に位置づける．

製糸女工の教育史
 41118-4
花井信著
A5判/416頁/8500円（1999.12）
明治―大正期，長野県の製糸工場で女工たちが仕
事のかたわら懸命に学んでいた．各地に残る資料
をもとに『あゝ野麦峠』の女工哀史像を見直す．

現代教育計画への道程
城戸構想から「新しい教育学」へ 41198-6
鈴木敏正著　
46判/336頁/3800円（2008.11）

「教育振興基本計画」に対抗する教師・職員，親等，
教育現場で直接関わる人たちに向けた教育計画論
の「実践的な理論書」．

民衆は学校とどう向き合ったのか
イギリス教育社会史断章 41220-4
小野征夫著
46判/224頁/3000円（2013.10）
イギリスにおいて就学を強制する国家制度の成立
よりも早い時期に，少なからぬ人びとが子どもを
学校に通わせたのはなぜかを見事に描き出す．
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教育管理職人事と教育政治
だれが校長人事を決めてきたのか 41188-7
荒井文昭著
A5判/408頁/7000円（2007.9）
1955年から37年間の東京都公立中学校長人事の
運用動態調査の検討から，教育における民主主義
のあり方を問う．

子ども学　その源流へ
日本人の子ども観はどう変わったか 41192-4
野上暁著
46判/288頁/2000円（2008.3）
考古学，歴史学，民俗学を踏まえ，古代から現代
までの子どもへの“まなざし”の変遷をたどり，
現代の子どもの状況を読み解く．

〈生き方〉を創る教育
 41158-0
浅野誠著
46判/200頁/2000円（2004.6）

「いい学校を出ていい会社に入れば安心」という
時代は終わった．「企業社会型生き方」の教育から

〈生き方〉を創る教育への転換を語る．

子どもへの恋文
（somo-somo双書） 32023-3
灰谷健次郎著
46判/192頁/1300円（2004.4）
子どもの詩や作文から学びながら得てきたものを，
自身の履歴として語る．子どもとともに生き，生
かされてきた一人の人間の記録．

子どもの発達と診断　全5巻 40010-2

田中昌人，田中杉恵著　有田知行写真
B5判変型/平均240頁/①～⑤各3200円
人間は誕生後，どんな過程をへて新しい力を獲得
し発達していくのか．その道筋を，心理学・教育
学・医学等の研究成果をふまえて具体的に示す．

①乳児期前半
誕生から６か月まで 40011-9

B5判変型/232頁/3800円（1981.10）
乳児期前半の発達段階は生後１か月ごろ，３か月
ごろ，５か月ごろにその特徴があらわれる．新し
い力の誕生の把握と障害の早期発見に役立つ指針．

②乳児期後半
７か月から１歳半まで 40012-6

B5判変型/240頁/3200円（1982.11）
乳児期後半はおすわりから直立二足歩行へ，感情
の分化，ことばの発生等があらわれる．その状態
を診断する方法と，障害の早期発見に役立つ指針．

③幼児期Ⅰ
１歳半から３歳未満まで 40013-3

B5判変型/264頁/3800円（1984.7）
歩行・道具の使用・ことば等で多様な発達を示すこ
の時期の子ども．自我の誕生と発達を中心にすえ，
どんな発達保障の手だてが必要かを示す．

④幼児期Ⅱ
３歳・４歳 40014-0

B5判変型/256頁/3200円（1986.7.14）
自我の充実から自制心の形成へとすすむこの時期
の子どもたち．その発達の道筋を知り，２次元可
逆操作の獲得を的確に診断する方法を示す．

⑤幼児期Ⅲ
５歳・6歳 40015-7

B5判変型/272頁/3200円（1988.11）
活動の世界を広げ，そのなかで３次元的な認識が
芽ばえ，遊びや表現，ことば等がより自由に展開
するこの時期の子どもたちの，発達保障の手引き．

発達診断の実際　全8巻 97010-0VHS 
97060-5 DVD

田中昌人，田中杉恵監修
VHSカラー・DVDカラー /各揃価218000円

『子どもの発達と診断』で解説された発達診断を
その方法にしたがって実際におこない，撮影した
ビデオ．乳児幼児の健診や保育の学習に最適．

①・②乳児期
 97004-9 VHS　97061-2 DVD

各60分/各50000円（分売不可）（1993.7/2009.3）
乳児期前半と後半の二度にわたり発生する発達の
力を見事に捉える．発達診断の具体的な技術，そ
の時の赤ちゃんの反応についての着眼点がわかる．

③１歳児
 97011-7 VHS　97062-9 DVD

各46分/各28000円（1995.12/2009.3）
１歳１か月・１歳７か月・１歳10か月の時期の課
題の実施場面．大きな動きから細かい動き，音声
や情動の変化を含む発達連関が理解できる．

④２歳児
 97012-4 VHS　97063-6 DVD

各45分/各28000円（1997.3/2009.3）
２歳１か月と２歳８か月の課題の実施場面をとお
して，自我が拡大し，２次元形成が確実になって
いく大切な過程を見事に記録．

⑤３歳児
 97013-1 VHS　97064-3 DVD

各45分/各28000円（1998.10/2009.3）
連続片足とび，形をかく，積木かぞえ，系列化な
どさまざまな課題の実施をとおして見られる発達
のすばらしさを見事にとらえる．

⑥４歳児
 97014-8 VHS　97065-0 DVD

各45分/各28000円（2000.12/2009.3）
「うち」の世界と「そと」の世界のぶつかりの中
で「こころとからだ」が不安定になる４歳児．そ
の発達のポイントをとらえる．
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⑦５歳児
 97015-5 VHS　97066-7 DVD

各45分/各28000円（2001.9/2009.3）
生後第３の新しい発達の力を獲得していく５歳児．
さまざまな「行為」をとおして「こころ」と「か
らだ」をととのえていくポイントをとらえる．

⑧６歳児
 97016-2 VHS　97067-4 DVD

各45分/各28000円（2003.2/2009.3）
新しい発達の力を獲得し，第３の世界へ繰り出す
６歳児．からだをつかった遊びや，ことばの表現
が豊かになるあやちゃんを見事にとらえる．

あそびの中にみる１歳児
 97021-6 VHS　97071-1 DVD
田中昌人，田中杉恵監修
各31分/各18000円（1996.5/2009.3）
ビデオ『発達診断の実際③１歳児』で示した発達
の基本的特徴が，あそびの場面ではどう現われる
のか？自発的・創造的な動きのなかで理解できる．

あそびの中にみる２歳児
 97022-3 VHS　97072-8 DVD
田中昌人，田中杉恵監修
各30分/各18000円（1997.11/2009.3）
２歳の発達の基本的特徴が，どう現われているか．

『発達診断の実際④２歳児』とともに見ることに
より一層生きいきと捉えることができる．

あそびの中にみる３歳児
 97023-0 VHS　97073-5 DVD
田中昌人，田中杉恵監修
各30分/各18000円（1999.12/2009.3）
３歳１か月の２次元可逆操作の獲得前と，３歳７
か月の獲得期，獲得が進行し始めた３歳10か月，
それぞれの時期の発達的変化をみる．

あそびの中にみる４歳児
 97024-7 VHS　97074-2 DVD
田中昌人，田中杉恵監修
各30分/各18000円（2000.12/2009.3）
円の切り抜き，描画，積み木の構成・配列，数の
復唱など４歳になったあやちゃんのあそびをとお
して，発達のポイントをみごとにとらえる．

あそびの中にみる５歳児
 97025-4 VHS　97075-9 DVD
田中昌人，田中杉恵監修
各30分/各18000円（2001.10/2009.3）
あそびをとおしてルールをともなう人間関係を織
りだし，「自己」を形成していく５歳児．あそびの
場面から，その発達的変化をみる．

あそびの中にみる６歳児
 97026-1 VHS　97076-6 DVD
田中昌人，田中杉恵監修
各30分/各18000円（2003.3/2009.3）
第３の世界へ繰り出して遊びを拡げ，相手の立場
に立つことのできる「ジブン」が育ってきます．

「あそび」から発達のポイントをとらえる．

あそびの中にみる子どもたち
あやちゃん1歳から入学まで6年間の記録 97027-8
田中昌人，田中杉恵監修
VHSカラー57分/3800円（2005.10）
好評のビデオシリーズ最新作．シリーズの主人公
あやちゃんと家族・友だちとの「あそび」をとお
して，６年間の「発達」が見えてくる．

乳児の発達診断入門
 41010-1
田中昌人著
A5判/248頁/1800円（1985.11）

『子どもの発達と診断』乳児篇のわかりやすい解
説書．これから学ぶ人にはもちろん，既習者のポ
イント再学習にも最適．

乳幼児健診と心理相談
 41211-2
田丸尚美著
46判/216頁/1800円（2010.11）
心理相談や保健師たちが家族にどうかかわってき
たかを明らかし，心理職が柱として押さえるべき
３つの流れと求められる課題を提起．

子どもの人格の発達
 88340-0
川合章著
国民文庫/224頁/505円（1977.6） 
新生児から青年期にいたる，身体・感情・認識の発
達の過程と構造を，学校・地域・家庭の役割との関
連でとらえ，教育はどうあるべきかを解明．

赤ちゃんの発達のふしぎ　全3巻
江頭恵子文　鈴木永子絵
A4変/各40頁（①2014.1，②③→新刊）

「発達」のしくみがわかれば，子育てはこんなに
おもしろい！月齢ごとの発達とふれあい方を美し
い絵で丁寧に伝える画期的な絵本．

①赤ちゃんがやってきた
誕生～６か月まで 40901-3
江頭恵子文　鈴木永子絵
A4変/40頁/1800円（2014.1）
目もよく見えず，首もすわらない新生児．でも，
泣くことや笑うことにも赤ちゃんの「育つ力」が
隠れています．育児を楽しくする知識が満載．

②おすわりからはいはいへ
6～12か月まで 40902-0

A4変判/40頁/1800円（2014.5）
乳児期後半に入り，おすわり・はいはい・つかまり
立ち，２足歩行へと移動の自由を手に入れていく
過程をていねいに解説します．

③あるくのだいすき！
１歳 40903-7
江頭恵子文，鈴木永子絵
A4変判/40頁/1800円（2014.10）
歩く自由を手に入れ，「自分で」することへのこだ
わりも強くなる１歳児．子どもの成長をポジティ
ブに捉えるための気づきが満載．
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安倍流「教育改革」で学校はどうなる
 41178-8
田中孝彦，世取山洋介編
A5判/128頁/1300円（2007.3）
教育基本法改悪の狙いは新自由主義による教育の
再編．全国学力テスト，教育バウチャー制などの
格差・競争・統制の教育に立ち向かう道とは．

市民立学校をつくる教育ガバナンス
 41166-5
池上洋通，荒井文昭，安藤聡彦，朝岡幸彦編著
A5判/260頁/1900円（2005.11）
官民の役割分担の大きな変更が学校教育・社会教
育の現場で進行しつつある．市民が教育の主体者
として学校をつくりあげる可能性を学ぶ．

教師の心が折れるとき 41226-6 
教員のメンタルヘルス　実態と予防・対処法 
井上麻紀著
46判/160頁/1500円（2015.5）
教員専用のメンタルヘルスケアの経験から，ダウ
ンしてしまう教員の実態と，予防から職場復帰に
至る対処ポイントをまとめる．

立ちつくしている教師におくる10章
「学級崩壊」の広がりのなかで 41114-6
全生研常任委員会編
46判/192頁/1500円（1999.7）
荒れる子どもたちとの向き合い方，学級に自治と
活動をつくりだす視点，職場での対話など，実践
のあり方を具体的にリアルに述べる．

総合学習を学びの広場に
手づくりと協働の知恵 41119-1
岩川直樹著
46判/208頁/2200円（2000.2）
あれこれの実践モデルに頼るのではなく，教師自
らの手づくりと協働によって総合学習をどう創造
するか．しなやかにして説得力あふれる教育論．

学びをつむぐ
〈協働〉が育む教室の絆 41196-2
金子奨著
46判/224頁/1800円（2008.6）
板書・ノートなし，おしゃべりOK，わからない答
えは隣の人に訊く…常識外れの授業が教室を変え
ていく12カ月を細やかに綴る．

聴こえてますか小さな悲鳴
子どもの声をどう受けとめるか 41180-1
吉野啓一著
46判/192頁/1450円（2007.3）
子どもの世界に現れる社会や学校，家庭の矛盾．

「ぬかされちゃう」「こんな生活イヤだ」…子ども
の声と真摯に向き合う中で見えた希望を語る．

チョークで書く「希望」
 41177-1
岩辺泰吏著
46判/208頁/1500円（2006.9）
子どもはランドセルとともに喜びも悲しみもはこ
んでくる．これまでの教師体験を綴った「希望」
と「笑顔」の教師論．

失敗だらけの新人教師
 41163-4
村山士郎，氏岡真弓編著
A5判/144頁/1600円（2005.5）
困難に苦しむ新人教師．若手先生の失敗談，ベテ
ラン教師のアドバイスや，すぐに役立つ学級づく
りマニュアルもいれた新人教師のための本．

育てたいね，こんな学力
和光学園の一貫教育 41203-7
大瀧三雄，行田稔彦，両角憲二著
46判/240頁/1600円（2009.7）
和光学園は創設以来「子ども中心」の学校づくり
をおこなってきたことで知られる．「本物の学力」
を育む豊かな教育実践を紹介．

学校ってすてたもんじゃない
和光鶴川小の学校づくり 41093-4
行田稔彦編著
46判/240頁/1600円（1997.1）
学びが「ときめきの知的体験」となることをめざ
した和光鶴川小学校の授業実践を紹介．魅力あふ
れる授業の数々は学校に希望を感じさせる．

保護者の常識と非常識
学校へのクレームをどう受けとめるか 41193-1
柿沼昌芳，永野恒雄著
46判/176頁/1500円（2008.3）
学校へのクレームのなかには，親の悩みや願いが
隠されていることも少なくない．本書は教育法的
視点を解説しながら，対話による解決を提案する．

お金の心配をさせない学校づくり
子どものための学校事務実践 41215-0
制度研編
A5判/208頁/2200円（2011.8）
保護者負担＝学校納入金の減額，そして教育費無
償＝国際標準の実現へ．安心で安全な学校をつく
る，さまざまなとりくみを紹介．

学校から見える子どもの貧困
 41202-0
藤本典裕，制度研編
A5判/232頁/1800円（2009.5）
子どもの貧困の実態に直面する学校事務職員の立
場から，学校で何ができ，制度改善のためにこれ
から何が必要か，を問題提起する．

改訂新版 教育としての学校事務
子どもの学習発達保障のために 41206-8
柳原富雄，制度研編
A5判/216頁/2000円（2010.6）
子どもの学習発達保障の実現は，教師だけでなく，
学校事務職員を含むすべての学校関係者，保護者，
住民の協同化によって果たされることを論ずる．

啓祐，君を忘れない
いじめ自殺の根絶を求めて 41195-5
森順二，森美加著
46判/136頁/1200円（2008.4）
福岡県筑前町で中学２年生がいじめを苦に自殺．
実名を公表し真実を求め，根絶を訴える両親が悲
しみを乗りこえて綴った渾身の手記．



43

新
刊

哲
学

歴
史

政
治

労
働

経
済

社
会

児
童
・
Ｙ
Ａ

生
活

芸
術

自
然
科
学

教
育

いじめ自殺 子どもたちの叫び
 41179-5
石元巌，高田公子，村山士郎編著
46判/176頁/1200円（2007.4）
いじめ自殺を防ぐために何ができるか．実態を分
析・検証．学校や教育委員会，文科省の対応と教
育現場での実践や父母の活動等をレポート．

子どもといじめ
 88650-0
能重真作著
国民文庫/208頁/550円（1987.12）
いじめは鎮静化したといわれるが，実際には表面
にあらわれなくなり，陰湿になっただけといえる．
いじめをなくすための対策を提起． 

なぜ「よい子」が暴発するか
 41127-6
村山士郎著
A5判/144頁/1300円（2000.12）
親や大人から「よい子」として期待され負担と抑
圧を抱き我慢をつづける子どもたち．一連の事件
を追いながら，大人はいま何ができるかを提示．

コンピュータを使った授業
（〈教え〉から〈学び〉への授業づくり2） 40262-5
秋田敏文，市川良，佐藤勝彦，露木繁著
B5判/144頁/3204円（1996.10）
コンピュータを使った19の授業を紹介し，その
ソフトをすべて入れたフロッピー２枚（PC98シ
リーズ用，ロゴライターのシステム用）を添付．

明日の授業に使える小学校社会科　全5冊
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/平均184頁/揃価13400円
ロングセラー『わかってたのしい社会科・生活科
の授業』シリーズ全面改訂，新学習指導要領に対
応したこれからの授業書の新定番．

明日の授業に使える小学校生活科　1年生
 40831-3
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/160頁/2500円（2012.3）
新学習指導要領に対応．ベテラン教師の経験と知
恵を結集して，子どもたちが社会科を好きになる
授業実践をまとめました．

明日の授業に使える小学校生活科　2年生
 40832-0
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/160頁/2500円（2012.3）
各地でとりくまれた実践をわかりやすく授業書に．
新学習指導要領に対応し，子どもが生き生きと学
ぶ授業のコツを丁寧に解説します．

明日の授業に使える小学校社会科 3・4年生
 40833-7
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/208頁/2800円（2011.7）
各地の実践に基づき地域学習の考え方から教材作
成のノウハウまでを解説．新学習指導要領対応，
専用サイト「デジタル資料集」連動．

明日の授業に使える小学校社会科　5年生
 40834-4
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/184頁/2800円（2011.7）
子どもが生き生きと学ぶ社会科にするための考え
方とノウハウが満載．新学習指導要領対応，専用
サイト「デジタル資料集」に連動．

明日の授業に使える小学校社会科　6年生
 40835-1
歴史教育者協議会編
B5判/208頁/2800円（2011.4）
ロングセラー『わかってたのしい社会科』が新学
習指導要領に全面対応．ウェブサイト「デジタル
資料集」で豊富な資料データを提供．

明日の授業に使える中学校社会科 全３冊
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/平均192頁/各3000円
ロングセラー『わかってたのしい社会科の授業』
が新学習指導要領に対応．専用ウェブサイト「デ
ジタル資料集」を無料で利用できます．

明日の授業に使える中学校社会科［地理］
 40837-5
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/192頁/3000円（2013.4）
学習指導要領の“ぶれ”に振り回されることなく，
地理学習の基本をしっかり押さえ，現場の先生の
ニーズに応える授業指導書の新定番．

明日の授業に使える中学校社会科［歴史］
 40838-2
歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/224頁/3000円（2013.4）
新学習指導要領に対応．専用ウェブサイト「デジ
タル資料集」で使える歴史資料・ワークシートが
満載．

明日の授業に使える中学校社会科［公民］
 40839-9

歴史教育者協議会（歴教協）編
B5判/172頁/3000円（2013.5）
ロングセラー『わかってたのしい社会科の授業』
が新学習指導要領に対応．専用ウェブサイト「デ
ジタル資料集」を無料で利用できます．

現代世界の資源問題入門
 41089-7
岩淵孝著
46判/208頁/1942円（1996.7）
地球の資源はいずれ枯渇せざるをえないのか．人
類に核エネルギーは不可欠か．高校生の切実な問
いに向き合ってきた教師が語る．

こんな教科書子どもにわたせますか
「つくる会」の歴史・公民教科書批判 52065-7
子どもと教科書全国ネット21編
A5判/176頁/1200円（2001.6）
侵略戦争を美化し，時代錯誤もはなはだしい「つ
くる会」の教科書のどこがどうおかしいかを，事
実にもとづき詳細かつ綿密に批判した決定版．
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近現代史の真実は何か　藤岡信勝氏の「歴史
教育・平和教育」論批判 52041-1
藤原彰，森田俊男編
46判/272頁/1893円（1996.1）
国家主義的な路線での近現代史教育「改革」を主
導する藤岡信勝氏の歴史教育論・平和教育論を全
面的に検討し，氏の歴史認識の無根拠ぶりを示す．

「自由主義史観」の病理
続・近現代史の真実は何か 52052-7
松島榮一，城丸章夫編
46判/272頁/1900円（1997.12）

「自由主義史観」は21世紀の日本を一体どこへ導
こうとしているのか？総合的・全面的な批判を通
じて，その病理を徹底解明．

徹底批判『国民の道徳』
 52066-4
浜林正夫，山科三郎編
46判/304頁/2000円（2001.6）
国家主義的道徳論を展開した西部邁著『国民の道
徳』の道徳論を次の世代に語ることを許すわけに
はいかないという立場から徹底批判する．

君たちは戦争で死ねるか
小林よしのり『戦争論』批判 52056-5
大日方純夫，山田朗，山科三郎，石山久男著
A5判/192頁/1500円（1999.8）

「大東亜戦争」を肯定し戦争で死ぬことを賛美する
小林よしのり著『戦争論』への批判．4人の著者が
歴史の事実と資料で徹底的にあばいていく．

教育に強制はなじまない
君が代斉唱予防裁判における法廷証言 41174-0
堀尾輝久著
46判/160頁/1000円（2006.8）
公権力からの自由，人権としての教育，公教育の
性格を歴史的に解明，教育思想と教育法に立脚し
た学問的水準から東京都教育委員会を鋭く批判．

日の丸・君が代にどう立ちむかうか
 52063-3
歴史教育者協議会編
A5判/128頁/1100円（2001.1）
国旗・国歌法の施行以来，その強制が広がってい
る．これにどう立ちむかうのか．「内心の自由」等
をどう教えるかを理論的・実践的にまとめる．

日の丸・君が代50問50答
 52058-9
歴史教育者協議会編
A5判/120頁/950円（1999.8）
由来は？　学校で強制されるのはなぜ？　外国で
はどうなっている？　誇れる国旗・国歌とは？　
みんなで考えあえる50テーマのＱ＆Ａ．

日の丸・君が代問題とは何か
 41032-3
山住正己著
46判/224頁/1500円（1988.6）
学校現場に浸透する「日の丸」と「君が代」の歴
史を知り，「国旗」や「国歌」についての見識を持
つことの大切さを訴える．

Ｑ＆Ａ もっと知りたい靖国神社
 52070-1
歴史教育者協議会編
A5判/128頁/1100円（2002.6）
政府首脳はなぜ，反対をおして参拝するのか．靖
国神社とは何か．その歴史や靖国神社にまつわる
疑問や質問にＱ＆Ａ形式でていねいに答える．

沖縄に学ぶ子どもたち
 41171-9
丸木政臣，行田稔彦監修　和光小学校・和光鶴川
小学校「沖縄に学ぶフォーラム2006」委員会編
46判/224頁/1600円（2006.6）
独自のカリキュラムで知られる和光小の沖縄学習
旅行20年の歩みを振り返り，沖縄を学ぶ意味を再考．

韓国・朝鮮と近現代史教育
共生・共存の視点から 41098-9
坂井俊樹著
46判/256頁/2700円（1997.9）
民族共生をめざす歴史教育とは？「民族差別」を
その本質とする侵略戦争の問題を中心に，韓国・
朝鮮・在日社会と日本の歴史教育について考える．

韓国との対話
戦争・若者・教科書 41099-6
藤沢法暎著
46判/224頁/2400円（1998.4）

「近くて遠い国」日本と韓国．横たわる歴史認識
のを埋めるために，どんな努力が必要なのか？　

「偏狭なナショナリズム」克服の道をさぐる．

明日の授業に使える小学校国語　書くこと　全3冊
村山士郎，西條昭男編
B5判/各128～144頁/揃価6000円
子どもたちの豊かなことばと確かな表現を育てる
ための実践的副読本．日記や作文や詩の指導など，
国語の授業ですぐに役立つシートを多数収録．

1・2年生　ことばってふしぎだね
 40591-6
佐藤美知子，伊藤和実執筆
B5判/128頁/2000円（2007.2）

［１年］入門期の文字学習／いっぱいお話して／
絵でお話して／［２年］日記を書こう／詩を書こ
う／作文の花を咲かせよう／自分を書こう　ほか

3・4年生　伝えあうってたのしい
 40592-3
土佐いく子，小宮山繁執筆
B5判/128頁/2000円（2007.2）

［３年］お話いっぱいの教室に／ことばで遊ぼう
／日記を書いてみよう／詩を楽しもう／［４年］
日記指導あれこれ／総合学習と作文指導　ほか

5・6年生　学力の土台をつくる
 40593-0
白木次男，武藤あゆみ，浦木秀雄，中村博執筆
B5判/144頁/2000円（2007.2）

［５年］生活を見つめ日記に書こう／思考，判断を
書き表す／［６年］ホンネに思わずびっくり／誰でも
できる詩の指導／豊かな表現で自分づくり　ほか
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こまったときの算数の教え方　全6冊
小林道正監修
B5判/平均147頁/揃価14400円
ベテラン教師が教えにくい，理解の難しいポイン
トにしぼって，図解で示しながら，授業のすすめ
方を伝授．

こまったときの算数の教え方 １年生
 40691-3
小林道正監修　山野下とよ子著
B5判/136頁/2300円（2010.2）
うまく教えられない「算数の難所」を越えるため
に，ベテラン教師が，「楽しくわかりやすく教える
方法」を伝授．ワークシート付．

こまったときの算数の教え方 ２年生
 40692-0
小林道正監修　何森和代著
B5判/128頁/2300円（2010.2）
ベテラン教師が教えにくい，理解の難しいポイン
トにしぼって，図解で示しながら，授業のすすめ
方を伝授．ワークシート付．

こまったときの算数の教え方 ３年生
 40693-7
小林道正監修　渡辺靖敏著
B5判/136頁/2300円（2010.1）
うまく教えられない「算数の難所」を越えるため
に，ベテラン教師が，「楽しくわかりやすく教える
方法」を伝授．ワークシート付．

こまったときの算数の教え方 ４年生
 40694-4
小林道正監修　市川良著
B5判/160頁/2500円（2010.3）
ベテラン教師が教えにくい，理解の難しいポイン
トにしぼって，図解で示しながら，授業のすすめ
方を伝授．

こまったときの算数の教え方 ５年生
 40695-1
小林道正監修　沼里喜代三著
B5判/160頁/2500円（2010.1）
うまく教えられない「算数の難所」を越えるため
に，ベテラン教師が，「楽しくわかりやすく教える
方法」を伝授．ワークシート付．

こまったときの算数の教え方 ６年生
 40696-8
小林道正監修　加川博道著
B5判/160頁/2500円（2010.4）
ベテラン教師が教えにくい，理解の難しいポイン
トにしぼって，図解で示しながら，授業のすすめ
方を伝授．

学び合い高め合う 中学理科の授業　全６冊

B5判/平均237頁/各2800円
新教科書に準拠した中学理科の授業の手引書．１
時間の授業を見開き４頁で構成．学びたくなるよ
うな授業を展開するためのマニュアル．

学び合い高め合う　中学理科の授業
１年１分野 40861-0
岩崎敬道・大川満里子・小野洋編
B5判/240頁/2800円（2013.1）
新教科書に準拠した中学理科の授業の手引書．１
時間の授業を見開き４頁で構成．学びたくなるよ
うな授業を展開するためのマニュアル．

学び合い高め合う　中学理科の授業
１年２分野 40862-7
岩崎敬道・鈴木邦夫・山崎慶太編
B5判/248頁/2800円（2013.1）
１時間の授業を見開き４ページで構成．学びたく
なるような教材によって，生徒たちが力をあわせ
て課題解決する授業づくりをめざす．

学び合い高め合う　中学理科の授業
２年１分野 40863-4
岩崎敬道・大川満里子・小野洋編
B5判/240頁/2800円（2012.7）
新教科書に準拠した中学理科の授業の手引書．１
時間の授業を見開き４頁で構成．学びたくなるよ
うな授業を展開するためのマニュアル．

学び合い高め合う　中学理科の授業
２年２分野 40864-1
岩崎敬道・鈴木邦夫・山崎慶太編
B5判/208頁/2800円（2012.7）
１時間の授業を見開き４ページで構成．学びたく
なるような教材によって，生徒たちが力をあわせ
て課題解決する授業づくりをめざす．

学び合い高め合う　中学理科の授業
３年１分野 40865-8
岩崎敬道・大川満里子・小野洋編
B5判/240頁/2800円（2013.2）
新教科書に準拠した中学理科の授業の手引書．１
時間の授業を見開き４頁で構成．学びたくなるよ
うな授業を展開するためのマニュアル．

学び合い高め合う　中学理科の授業
３年２分野 40866-5
岩崎敬道・鈴木邦夫・山崎慶太編
B5判/248頁/2800円（2013.2）
１時間の授業を見開き４ページで構成．学びたく
なるような教材によって，生徒たちが力をあわせ
て課題解決する授業づくりをめざす．



46

どうする小学校英語
英語ぎらいを出さないために 41199-3
阿原成光,瀧口優編著
A5判/192頁/1800円（2009.6）
専任の英語の先生ではなく，担任が教えなければ
ならない小学校英語．専任でなくても可能な実践
を紹介．英語導入の背景にも迫る．

動けば英語が身にしみる
パントマイムとゲームで身につく英語の基礎 41181-8
カンジヤマ・マイム，藤倉ゆみ著
菊判/72頁/1800円（2007.3）
小学生も，苦手意識のある中・高・大学生も大人も，
発想を転換して英語を身につけられる画期的な本．
ゲームのたくさん入ったＣＤ付．

明日の授業に使える小学校家庭科
 41197-9
澤田悦子著
B5判/160頁/2200円（2008.8）
５年生の1学期から，６年生まで，毎回の授業の
すすめ方を図や資料を使ってわかりやすく解説す
る．すぐに役立つワークシートも満載．

家庭科の授業
実習ガイドブック 41164-1
家庭科教育研究者連盟編
B5判/128頁/1900円（2005.8）
だれでも，すぐできるように家庭科の実習を完全
図解．できるだけ短時間にできるものづくりの教
材や授業のすすめ方をわかりやすく紹介．

書で自己表現
自分と向き合う高校生たち 41190-0
須田章七郎著
B5判変型/128頁/1800円（2008.1）

「書で人間丸ごと育てる」を目標に掲げ，試行錯
誤しながら作り上げた書道実践を紹介．「自己表現
の書」のための基礎基本編付．

いま人権教育を問う
 41111-5
八木英二，梅田修編
46判/256頁/2700円（1999.5）
人権教育をめぐる近年の動向・背景・論点を整理し，
子どもの権利保障に連なる教育実践のあり方を理
論的に検討する．

新版 人間と性の教育　全6巻 40560-2

“人間と性” 教育研究協議会編
A5判/平均208頁　①品切
時代と子どものニーズにあった，誰でも取り組め
る性教育の理論と実践を，学校，医師・保健師等
の専門職，保護者・市民に広く提唱する．

②性教育のネットワークＱ＆Ａ
性の自立・健康・人権 40562-6
浅井春夫編集責任
A5判/176頁/2000円（2006.3）
性と性教育に関するさまざまな問いに答え，ネッ
トワークづくりを提唱．学校，地域，福祉，保健，
医療，社会教育，NPOなど各分野の専門家が執筆．

③いのちとからだ・健康の学習
児童と性 40563-3
大戸ヨシ子編集責任
A5判/224頁/2000円（2006.4）
子どもたちの性への疑問に，納得のいく答えを返
せますか？　児童期（小学校）の性教育を豊かに
すすめるための基礎理論と実践で構成．

④変化するからだと心の学習
思春期と性 40564-0
原田瑠美子編集責任
A5判/208頁/2000円（2006.5）
からだと心が大きく変化し，性への興味も急激に
膨らむ思春期をどうとらえ，教育にとりくむべき
か．中学生を中心に理論と実践，Ｑ＆Ａを掲載．

⑤性と生の主体者としての学習
青年期と性 40565-7
関口久志編集責任
A5判/200頁/2000円（2006.6）
様々な性情報にさらされる青年期（高校・大学生）．
自分の権利と健康を守るための知識を身につけ，
生涯にわたる性のあり方を選びとるために．

⑥人間発達と性を育む
障害児・者と性 40566-4
永野佑子編集責任
A5判/168頁/2000円（2006.7）
障害児・者の願いに応える性教育とは何か，今な
ぜ性教育なのか．当事者の意見や，実情・歴史を
ふまえ障害児・者の性教育のあり方を問う．

Ｑ＆Ａ 子どもの性の相談室
 41173-3
高柳美知子編著
46判/224頁/1600円（2006.7）
親や教師が小・中・高校生からの性の質問・悩みに
たじろがないよう，電話相談に寄せられた約130
の質問に対するていねいなアドバイスを収録．

ジェンダーフリー・性教育バッシング
ここが知りたい50のＱ＆Ａ 41153-5
浅井春夫，北村邦夫，橋本紀子，村瀬幸浩編
A5判/152頁/1400円（2003.12）
なぜ，ジェンダーフリーや性教育が執拗に攻撃さ
れるのか．事実と背景を明らかにし，正しい理解
を得るためにＱ＆Ａでていねいに解説．

忘却に抵抗するドイツ
歴史教育から「記憶の文化」へ 41217-4
岡裕人著
46判/208頁/1800円（2012.6）
過去と向き合い記憶にとどめてきたドイツは，新
たな局面を迎えどこへ向かうのか．記憶の文化形
成に力を傾けるドイツを，在独22年の著者が語る．

ドイツにおける男子援助活動の研究
その歴史・理論と課題 41201-3
池谷壽夫著
A5判/360頁/6000円（2009.4）
ドイツの「男子援助活動」がいかなる歴史的背景
と運動の中で出てきたのかを振り返りながら，そ
の今日的な意義と課題を解明する．
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フィンランドにおける性的ライフスタイルの
変容　3世代200の自分史による調査研究 35022-3
ハーヴィオ－マンニラ，コントゥラ，ロトキルヒ著
橋本紀子監訳
A5判/280頁/2800円（2006.6）
20世紀に大きく変化したフィンランドの性文化を
約200の自叙伝と統計資料から分析した貴重な研究．

障害児（者）のセクシュアリティを育む
 41133-7
“人間と性” 教育研究協議会障害児サークル編
A5判/144頁/1500円（2001.8）
障害児（者）の性を豊かに育むには，親や教育者，
ボランティアの協力が必須．どういう対応や教育
が必要なのかを提示する．巻末には医学知識も．

愛することからはじめよう
小林提樹と島田療育園の歩み 36068-0
小沢浩著
46判/288頁/1600円（2011.4）
私財を投げ出し，社会から見捨てられていた重度
の障害児の療育に奔走した，初代園長小林提樹と
職員，家族たちの困難な道程を描く．

近江学園の実践記録　要求で育ちあう子ら
発達保障の芽生え 41183-2
田中昌人監修　「要求で育ちあう子ら」編集委員会編
A5判/326頁/3000円（2007.4）
日本の障害児教育の先駆であり理論・制度改革の
上でも大きく貢献した近江学園の実践記録．共同
生活の中で新しい発達理論はどう創造されたか．

はだかのいのち
障害児のこころ，人間のこころ 41095-8
髙谷清著
46判/208頁/1500円（1997.4）
重症心身障害児施設・びわこ学園には心身の機能
が低下していく子，寝たきりの子らがいる．子ど
もたちとの「格闘」を通じて人間とは何かを問う．

自閉症児さとしの一日
物語から学ぶ発達障害 41194-8
成沢真介著
46判/163頁/1500円（2008.4）
自閉症の子どもを主人公にした物語を通じて，彼
らが言葉や指示をどう受け止め，どう誤解して，
問題行動を引き起こすのかを解説．

自閉症児の教育実践
TEACCHをめぐって 41161-0
奥住秀之監修　東京知的障害児教育研究会編
A5判/136頁/1500円（2005.1）
自閉症児の教育はどうあるべきか．現在の自閉症
児教育に欠かせない「TEACCH」をめぐる論議
に検討を加える，現場からのリアルな問題提起．

Ｑ＆Ａ ダウン症児の療育相談
専門医からのアドバイス 36020-8
飯沼和三著
46判/192頁/1600円（1997.7）
著者が病院で長年続けているファックスによる医
療相談と講演などで寄せられた膨大な質問を整理
し，Ｑ＆Ａのスタイルでわかりやすくアドバイス．

アスペルガーと呼ばれるあなたへ
〔青年向け〕生活・仕事・人間関係ワークブック 41209-9
エレン・S・ヘラーコリン著
中田洋二郎監修　井上千里訳
B5判/128頁/2000円（2010.8）
変化や新しい状況に慣れる，人との関わり方，進
路，仕事などの課題に取り組む．ワークシート付．

アスペルガーの子のためのワークブック
自分とまわりのことがよくわかる本 41186-3
ヘラーコリン著　上田勢子訳　中田洋二郎監修
B5判/88頁/1600円（2007.7）
子ども自身がアスペルガーを理解し，問題に対処
する方法を身につけるワークブック．質問にひと
つずつ答えて，書きこんでいく．

ADHDの子のためのサポートブック
学校と生活が楽しくなる本 41185-6
J・F・テイラー著　上田勢子訳　中田洋二郎監修
B5判/104頁/1800円（2007.6）
子ども自身がADHDを理解し，家庭と学校の生
活で起こる問題への対処を学ぶ本．クイズやチェ
ックリストで楽しく身につく．

ＬＤの子のためのガイドブック
学校と勉強がたのしくなる本 41154-2
カミングス，フィッシャー著　上田勢子訳　上野一彦監修
B5判/128頁/2000円（2003.12）
時間の使い方，道具の整理，ひらがなや漢字を書
く方法，友だちとのつきあい方など，具体的な方
法とアドバイスをＬＤの子ども向けにまとめた．

慢性疾患児の自己管理支援のための
教育的対応に関する研究 41176-4
武田鉄郎著
A5判/256頁/8000円（2006.8）
慢性疾患をもつ子どもたちが自分の病気に対して
積極的に対処し，自己管理能力を高めるために，
支援者がどう育成していくかを事例から考える．

大好きあそびみーつけた
障害をもつ子どものための手づくりあそび 41115-3
なのはな共同保育園編著　清水貞夫解説
A4判変型/132頁/1800円（1999.7）
保育のなかで工夫され，改良されてきた，障害児
の発達を促す手づくり遊具のつくり方と，それを
使った楽しいあそび方をわかりやすく図解．

大人も読みたい子どもの絵本
 41168-9
奥田継夫著
46判/208頁/1500円（2006.3）
1960年代から今日までの名作絵本の中から〈21
世紀に伝えたい絵本〉をとりあげ，エッセイ風に
紹介した奥田流絵本ガイド．

子どもと読みたい100の児童詩
 41147-4
村山士郎編著
A5判/160頁/1500円（2003.5）
子どもの内面から社会問題まで本音が書かれた児
童詩のなかに，子どもたちの新感覚と未来志向を
読みとる．子どもとともに読み，語りあう本．
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素顔を見せない子どもたち
閉ざされた世界をどうひらくか 41033-0
村山士郎著
46判/196頁/1301円（1988.12）
学校の管理が強まり，子どもたちの生きる世界が
閉ざされている．小中学生の文章から心の葛藤を
とらえ，閉ざされた生活空間の組みかえを提起．

子どもの絵をダメにしていませんか
 41156-6
鳥居昭美著
46判/224頁/1500円（2004.4）
上手に見える絵も年齢的には不自然だったり，意
味不明の絵が発達段階にふさわしい作品だったり．
幼児期の子が描いた絵を見ながらアドバイス．

新装版 子どもの絵の見方，育て方
 41145-0
鳥居昭美著
A5判/168頁/1600円（2003.3）
ロングセラー（文庫版）の単行本化．乳児期のな
ぐり書きから三次元の絵へ．からだとこころの発
達に沿って，子どもの絵の変化を解説．

中学生の世界　全4巻 40340-0

田中孝彦，高垣忠一郎編
46判/平均176頁/揃6000円
思春期の中学生のつかみにくい内面を，親・教師
の戸惑いを重ねあわせて考える．中学校改革まで
含めて検討した現代中学生論のシリーズ．

①親たちの「思春期」攻防戦
 40341-7
高垣忠一郎，壬生博幸編集
46判/160頁/1500円（1999.4）
思春期は親と子の峠道．登校拒否の子をもつ親の
体験記ほか，思春期の子と思秋期の親とが直面す
る葛藤と攻防を論じた思春期〈親〉論．

②中学生をわかりたい
 40342-4
片岡洋子，佐藤洋作編集
46判/192頁/1500円（1999.5）
複雑な表情をもつ現代の中学生．大人にはつかみ
にくいその内実に，ルポと分析を通じて迫る注目
の現代中学生論．

③中学教師もつらいよ
 40343-1
田中孝彦，佐藤博，宮下聡編集
46判/176頁/1500円（1999.6）
矛盾の渦にさらされる中学校．そのなかで，苦難
の海を漕ぎわたる中学教師．自らの生き方と再生
の道を探る現代教師論．

④こんな中学校に変えよう
 40344-8
田中孝彦編集
46判/192頁/1500円（1999.10）
子どもの声，父母の声，教師の声にもとづきなが
ら，私たちの中学校改革案を検討．こうすれば中
学校は変えられるという具体的提案を示す．

不登校セラピー
再登校率88％のカウンセリング 41207-5
新井てるかず著
46判/256頁/1800円（2010.6）
不登校の原因は学校の人間関係によるストレスの
記憶である．その記憶を除去し，高確率で再登校
を可能にした事例と手法を明かす．

中学時代の危機をのりこえる
 88660-9
能重真作著
国民文庫/184頁/550円（1989.7）
いま必要なのは，子どもの立場にたって子どもの
心をつかんで，親と子の心のきずなをつくること．
そのための具体的手だてを語りかける． 

私立大学の未来
改革と展望 41159-7
国庫助成に関する全国私立大学教授会連合編
46判/256頁/2400円（2004.6）
世界に類例のない私立大学教授会による国庫助成
運動．私立大学が置かれている現状を紹介するな
かで「人権保障としての大学改革」論を提示．

私立大学の財政分析ができる本
 41129-0
野中郁江，山口不二夫，梅田守彦著
A5判/208頁/1800円（2001.5）
私立大学の経営財務は独特の方式で処理されてい
る．本書は，私立学校法人の財政分析のノウハウ
を実用的に平易に解説する．

大学生の学びをつくる　既刊４冊

A5判/価不同（2014.4～）
大学新入生～２年生を主な対象に，学習・生活の
基本スキルから，各専門分野の入門までをカバー
するテキストシリーズ．

大学生の学習テクニック　第３版
41234-1

森靖雄著
A5判/288頁/1800円（2014.12）
大学生活がみるみる充実！　講義の聴き方から，
レポートの書き方，卒業後の進路選びと就職活動
まで，大学４年間を丸ごとサポート．

大学生になるってどういうこと？
学習・生活・キャリア形成 41231-0
植上一希，寺崎里水，藤野真著
A5判/192頁/1900円（2014.4）
多くの大学で課題となっている初年次教育．大学
での生活や学習方法の基礎がわかり，４年間と卒
業後のビジョンが描ける実践的テキスト．

ハタチまでに知っておきたい性のこと
 41232-7
橋本紀子，田代美江子，関口久志編
A5判/200頁/2000円（2014.4）
からだの仕組みや避妊の方法，性感染症への対処
法など，性をめぐる基礎知識を実践的に解説．セ
クハラやデートDVの問題も考える．
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〈私〉をひらく社会学
若者のための社会学入門 41233-4
豊泉周治，鈴木宗徳，伊藤賢一，出口剛司著
A5判/240頁/2400円（2014.4）
個人化された世界に閉ざされ，社会的経験を奪わ
れている若者たち．その困難の原因を知り自己と
世界の回復へ．

人文・社会科学系大学院生のキャリアを
切り拓く　〈研究と就職〉をつなぐ実践　41222-8
佐藤裕，三浦美樹，青木深，一橋大学学生支援センター編著
A5判/208頁/2400円（2014.3）
研究職志望者・企業等への就職志望者の双方に対
応し，ポストドクター・外国人留学生・大学教職員
にも役立つ必携のテキスト．

新版子どもとあゆむ家庭学習　全3冊 40380-6

46判/平均192頁/揃価4500円
学力低下が叫ばれるなか，総合的学習も具体化さ
れ，小学校教育が大きく変わった．家庭で子ども
の学習にどうかかわればよいかを提起した新版．

①いきいき小学生
 40381-3
汐見稔幸著
46判/192頁/1500円（2000.1）
子育てが困難をもたらすなか，21世紀の子ども
の教育はどうあるべきかを提起する．小学校時代
に何が大切かを示した好評の子育て教育論．

②なるほど算数
 40382-0
行田稔彦著
46判/224頁/1500円（2000.6）
算数のつまずきを克服する手だてを具体的に示し，
なるほどと思える算数の世界に親たちを導いてく
れる．この本で算数嫌いをなくせる．

③だいすき国語
 40383-7
岩辺泰吏著
46判/224頁/1500円（2000.9）
国語学習の基礎力としての「読み書き」のうえに，

「物語と遊び」，「物語を育むこと」の大切さを提起
する．

父子手帖　PartⅡ 乳幼児
お父さんになったあなたへ 41116-0
汐見稔幸，田中千穂子，土谷みち子著
A5判/144頁/1800円（1999.8）

『父子手帖』の続篇．具体的な育児の質問に答える
Q＆A方式で，０～５歳の子どもをもつお父さん
を徹底応援！

「パパ権」宣言！
お父さんだって子育てしたい 41172-6
川端裕人，岸裕司，汐見稔幸著
46判/184頁/1300円（2006.7）
男の生き方が変われば社会も変わる！　父親の子
育て参加を阻む世間に「パパ権」を要求しよう．
もうひとつの「男の生き方」マニフェスト．

お～い父親　PartⅡ 夫婦篇
 41150-4
汐見稔幸著
46判/152頁/1200円（2003.9）
父親の存在や役割は大きく変わりつつあるが，夫
婦関係からみてどうだろうか．男と女，父役割，
母役割など，夫婦で語りあい考えてみませんか．

デンマークの子育て・人育ち
「人が資源」の福祉社会 41167-2
澤渡夏代ブラント著
46判/240頁/1700円（2005.11）

「国民が幸福感を感じている国」として世界一の
座を占めたデンマーク．この国の福祉・保育・教育
の充実した制度と暮らし・子育てを紹介．

こんな家庭が子どもを育てる
 41110-8
間瀬中子著
46判/192頁/1500円（1999.3）
子育てにおける家庭の役割を問いなおし，家庭の
再生のため何が必要かを考える本．親たちの生き
方と子育ての関連を解きあかす．

子どもの死の受容と家族支援
 36053-6
難病のこども支援全国ネットワーク編
46判/160頁/1400円（2005.5）
障害や難病のある子どもの死に直面した親や兄弟
の心の癒しとその後の生活をどう支えていくか．
グリーフケアのあり方を提言．

わかちあい，育てあう親の会
病気や障害のある子とその家族のために 36054-3
小林信秋著
46判/216頁/1500円（2005.6）
病気や障害のある子どもを抱える家族の困難を支
えあい・励ましあう親の会の基本的な考え方や運
営の仕方を具体的に解説．

改訂新装版 見える学力，見えない学力
 41080-4
岸本裕史著
A5判/208頁/1500円（1994.10）
子どもたちの生きる力を支える学力づくりを明快
に説いたミリオンセラーの改訂ワイド版．家庭で
今からできる学力づくりの実際を紹介する.

改訂版 見える学力，見えない学力
 88461-2
岸本裕史著
国民文庫/240頁/550円（1996.3）
基礎学力の３本柱，読み・書き・計算能力と家庭生
活で育む自律性や他者への愛情を子どもの成長す
る力としてまとめたミリオン・セラーの改訂版．

もうすぐ１年生，学力はどこまで必要か
 41061-3
岸本裕史，汐見稔幸，宍戸健夫著
B6判/184頁/1300円（1992.10）
年々むずかしくなる小学校の授業．幼児教育，小
学校教育の３人の専門家が，家庭や園で，就学前
に何がどこまでできるのかを語る．
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新装版 幼児のつぶやきと成長
 41112-2
亀村五郎著
46判/192頁/1500円（1999.6）
思わず笑ってしまう子どもたちの「つぶやき」を
読みながら，教師として経験豊かな著者が子育て
について語ります．

子育てと健康シリーズ　既刊30冊

A5判/頁不同/⑤⑪⑫品切
子どもの発達と健康にかんする最近のテーマをと
りあげ，医学，生理学，心理学，栄養学，体育学
など周辺の専門領域からわかりやすく解説．

①このままでいいのか，超早期教育
 40301-1
汐見稔幸著
A5判/112頁/1300円（1993.6）
胎児に算数プリント，１歳11か月で教科書を読み
２歳半で日記を書く．超早期教育の驚くべき事実
と，それが子どもの発達にどう影響するかを指摘．

③「寝る子は育つ」を科学する
 40303-5
松本淳治著
A5判/96頁/1300円（1993.12）
睡眠パターンの変化は子どもの発達の節目とぴっ
たり符号しています．夢，夜泣き，昼寝など大脳
生理学者が眠りの大切さを解説．

④おむつのとれる子，とれない子
排泄のしくみとおしっこ・トレーニング 40304-2
末松たか子著
A5判/128頁/1300円（1994.7）
排泄のしくみを解説しながら無理のないトレーニ
ング法を紹介．

⑥アトピー対策最新事情
医療・食べもの・漢方 40306-6
末松たか子，安藤節子，沖山明彦著
A5判/128頁/1300円（1995.4）
アトピーの原因と予防・治療法や家庭生活の留意
点等をわかりやすく解説します.

⑦おかしいぞ子どものからだ
図表でみる最新報告 40307-3
正木健雄著
A5判/112頁/1300円（1995.6）
からだのおかしさワースト５を豊富な統計図表で
報告.

⑧ダウン症は病気じゃない
正しい理解と保育・療育のために 40308-0
飯沼和三著
A5判/144頁/1400円（1996.3）
ダウン症についての誤解や無理解による不幸を少
しでもなくすためのアドバイス．

⑨自閉症児の保育・子育て入門
 40309-7
中根晃著
A5判/112頁/1300円（1996.5）
自閉症は「心を閉ざす」病気ではありません．表
現能力ではなく情報の入力機能の障害です．新し
いケアの方法を専門医がわかりやすく解説．

⑩統合保育で障害児は育つか
発達保障の実践と制度を考える 40310-3
茂木俊彦著
A5判/112頁/1300円（1997.5）
障害児が健常児と遊び，生活する統合保育には意
味がある．発達に応じた統合保育のあり方を提示．

⑬多動症の子どもたち
ＡＤＨＤの正しい理解と適切な対応のために
 40313-4
太田昌孝著
A5判/112頁/1300円（2000.5）
ＡＤＨＤという新しい「障害」の正確な概念を分
かりやすく解説．

⑭指しゃぶりにはわけがある
正しい理解と適切な対応のために
 40314-1
岩倉政城著
A5判/104頁/1300円（2001.1）
発達保障としての営みか，発達の歪みのあらわれ
かをとらえて対処する．具体例を示し解説．

⑮子どもの生きづらさと親子関係
アダルト・チルドレンの視点から 40315-8
信田さよ子著
A5判/128頁/1300円（2001.6）
子どもの生きづらさは何に起因しているのか．支
配なき親子関係とはなにかを考える．

⑯食べる力はどう育つか
乳幼児の摂食機能の発達と課題 40316-5
井上美津子著
A5判/96頁/1300円（2002.6）
哺乳，離乳，咀嚼にいたる摂食機能の発達過程と
摂食障害を，写真を見ながらわかりやすく解説．

⑰子どもの障害をどう受容するか
家族支援と援助者の役割 40317-2
中田洋二郎著
A5判/104頁/1300円（2002.8）
発達のおくれを認められない親たち．さまざまな
家族の中に受容のプロセスと支援のあり方を探る．

⑱チックをする子にはわけがある
トゥレット症候群の正しい理解と対応のために
 40318-9
日本トゥレット（チック）協会編
A5判/168頁/1500円（2003.4）
本人の意志に関係なく出てしまう動きや声の反復
運動―チック症のしくみと適切な対応を解説．
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⑲揺さぶられっ子症候群と子どもの事故
小児救急外来の現場から 40319-6
伊藤昌弘著
A5判/144頁/1300円（2003.7）

「揺さぶられっ子症候群」等，原因と救急対策，
予防のための知識を解説．

⑳子どものこころとことばの育ち
 40320-2
中川信子著
A5判/144頁/1400円（2003.10）
こころやことばの発達・発声発語のしくみをわか
りやすく説明し，ゆっくり育てることの大切さを
具体的な事例をあげて解説．

医療的ケアハンドブック
難病児や障害児のいのちの輝きのために 40321-9
横浜「難病児の在宅療育」を考える会編
A5判/144頁/1400円（2003.12）
どこでも安全に医療的ケアが行われるために正確
な方法，トラブルへの対処をわかりやすく図解．

子どもがどもっていると感じたら
吃音の正しい理解と家族支援のために 40322-6
廣嶌忍，堀彰人編
A5判/160頁/1500円（2004.5）
どもりの正しい理解と適切な支援のためには何が
必要かを専門家・教師・吃音者本人が解説．

保育者は幼児虐待にどうかかわるか
実態調査にみる苦悩と対応 40323-3
春原由紀，土屋葉著
A5判/128頁/1300円（2004.7）
保育園は幼児虐待を発見する最前線である．実態
調査をもとに現場の苦悩と課題を考える．

季節の変化と子どもの病気
 40324-0
伊東繁著
A5判/136頁/1400円（2005.11）
心身ともに発達途上の幼児は気象条件の影響を受
けやすい．季節とその変動期における病気の原因
と症状・対策について，わかりやすく解説．

育てにくい子にはわけがある
感覚統合が教えてくれたもの 40325-7
木村順著
A5判/184頁/1500円（2006.3）
落ち着きがない，順番が待てない等，発達が気に
なる子どもの背景を感覚統合の視点から解説．

軽度発達障害の理解と対応
家族との連携のために 40326-4
中田洋二郎著
A5判/136頁/1400円（2006.7）
軽度発達障害の３つの障害とそれらが重なり合っ
た状態像をわかりやすく解説し，問題行動への対
応を具体的な事例を示しながら紹介．

育つ力と育てる力
乳幼児の年齢別ポイント 40327-1
丸山美和子著
A5判/192頁/1700円（2008.7）
これだけは知っておきたい，発達のみちすじと子
育て．０歳から５歳の各段階で誕生する力とそれ
をどう伸ばしていくかを解説する．

こどもの予防接種
知っておきたい基礎知識 40328-8
金子光延著
A5判/144頁/1400円（2010.7）
予防接種ができるまでの歴史をたどり，日本の予
防接種の実際と同時接種などの基礎知識を提供．

乳幼児の「かしこさ」とは何か
豊かな学びを育む保育・子育て 40329-5
鈴木佐喜子著
A5判/176頁/1600円（2010.8）
脳ブームに警鐘を鳴らし，生活の中で子どもが豊
かに学び発達する学びの物語の取り組みを紹介．

発達障がい児の保育とインクルージョン
個別支援から共に育つ保育へ
 40330-1
芦澤清音著
A5判/128頁/1600円（2011.8）
発達障がいのある子どもたちを，さまざまな関係
性の中で育てる保育実践を紹介．

　かみつく子にはわけがある
 40331-8
岩倉政城著
A5判/160頁/1600円（2015.2）
特定の子だったり，ある場所だったり，甘がみだ
ったり，攻撃的だったりする．かみつく子をどう
見るのか，背景や対処法を解説する．

生活とあそびで育つ子どもたち
河添理論の保育実践 41208-2
今井寿美枝編著　丸山美和子監修
46判/184頁/1600円（2010.7）
睡眠や食事を中心とする規則正しい生活と体と手
を使い笑顔が絶えないあそびを通じて発達の遅れ
のある子どもたちが変わっていく．

「はう運動あそび」で育つ子どもたち
河添理論の保育実践パート２  41223-5
今井寿美枝著
A5判/208頁/1600円（2014.3）

「はいはい」が不十分だと転びやすく風邪を引き
やすい．ことばの発達にも影響するといわれる．
はう運動の方法と効果を実例で紹介．

受験ストレス
挫折・ひきこもりと家族の課題 41126-9
田中千穂子著
46判/200頁/1500円（2000.9）
受験というハードルを越えるとき，子どもはそれ
までの生きづらさを様々な形で噴出させる．事例
をもとにそれをどうのりこえるかを考える．
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受験期の子をもつ親に
 88530-5
坂本光男著
国民文庫/224頁/550円（1984.5）
矛盾にみちた受験という難関を，子がたくましく
乗りこえるために，親は何を語り，どう導いたら
よいか，その心構えと対策を示す．

子育てのなかの性教育
 88680-7
山本直英著
国民文庫/264頁/505円（1989.9）
本書は，家庭の親にむけて，もっとひらかれた

「性」教育をすすめられるよう語りかけた「最新・
性教育読本」の決定版．

キレる子キレない子
精神科医からのメッセージ 41104-7
石田一宏著
A5判/128頁/1200円（1998.7）
大人はもっと口数をへらし，子どものよき聞き手
になること等，精神科医の立場から，大人が留意
すべき具体策をさし示す．

新版 子どもの精神力
（子どもの生きる力1） 41107-8
石田一宏著
46判/224頁/1500円（1998.12）

「キレ」る子問題などの新たな状況をふまえ，資
料や事例など全面改訂した新版．著者会心の子ど
も論序説．

新版 思春期を生きる力
（子どもの生きる力２） 41108-5
石田一宏著
46判/224頁/1500円（1999.5）
思春期の時期の子どもに，大人はどうかかわって
いけばよいかを，精神科医の立場から語りかけた
思春期論．

子どもが大人になる
（子どもの生きる力３） 41109-2
石田一宏著
46判/192頁/1500円（1999.12）
子どもから大人への脱皮とは，主体的に自分の人
生を考え，責任をもって切り開いていく力をつけ
ていくこと．文庫版『青年の自立』の新版．

青年の自立
 88760-6
石田一宏著
国民文庫/224頁/550円（1990.12）
子どもにとって自立とは？　成長にそくして領域
が広がってくる自立の課題をどうのりこえていく
か？　青年におくるメッセージ． 

子どもと遊び
 88200-7
かこさとし著
国民文庫/224頁/700円（1975.8）
遊びをとおして子どもたちはさまざまな力をみが
きあげてゆく．子ども自身の遊びにその成長の秘
密を探る好著．

子どもと食事
 88520-6
安藤節子著
国民文庫/224頁/550円（1983.12）
インスタントラーメンができて四半世紀．加工食
品の洪水のなかにあって，子どもの健全な成長と
豊かな食生活のありかたを具体的に提案する． 

ネット依存から子どもを守る本
家庭・学校で取り組む予防と治療法 41224-2
キム・ティップ・フランク著　上田勢子訳
A5判/128頁/1500円（2014.4）
急激に広がるネット依存．予防教育や治療法をア
メリカの第一人者の研究をもとにまとめたハンド
ブック．家庭，学校で取り組める．

おはなし上手は子育て上手
 88590-9
浜島代志子著
国民文庫/224頁/600円（1985.4）

「松戸市おはなしキャラバン」の対話方式のおは
なしは，子どもの本音を引き出し魂をゆさぶる．
おはなしの威力と魅力を説き明かす．

孫にうけるあそびとおもちゃ
 41187-0
菅原道彦著
A5判/104頁/1300円（2007.8）
むかしなつかしい「からだあそび」や「指あそび」，

「手づくりおもちゃ」など，かんたんで孫にうけ
る大人気のあそびを完全図解．

おばあちゃんの出番！
孫と楽しむ手の仕事 41182-5
田中周子著
A5判/128頁/1500円（2007.3）
針仕事を中心に，孫と楽しめる手仕事を紹介．さ
りげない機会に手仕事や生活を楽しむ知恵を伝え，
おばあちゃんの大切な役割を見直せる本．

おじいちゃんの出番！
絵本で楽しむ孫育て 41175-7
草谷桂子著
A5判/160頁/1500円（2006.9）
絵本を通して孫の成長に関わろう．絵本を読むコ
ツ10カ条とテーマ別絵本リストがあるので，初
めてのおじいちゃんも安心．

シリーズ 学童保育　全５巻
『学童保育』編集委員会編
A5判/平均176頁/各1500円　①品切
初めて総合的にまとめられた学童保育のシリーズ．
学童保育法制化後の活動をどうすすめていくかを，
全国の指導員，父母，研究者が提案．

②あそび，友だち，はじける生活
［生活づくり］ 40352-3
野中賢治，村山士郎編集
A5判/168頁/1500円（1998.1）
全国の現場から12の実践報告をもとに，「生活づ
くり」とは，こんなに楽しく生きいきしたものな
んだ，ということがまとめられている．
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④ひとりぼっちの子育てよ，さようなら
［父母会］ 40354-7
新妻二男，二宮厚美編集
A5判/168頁/1500円（1999.1）
学童保育は父母会活動とともに発展してきた．父
母会をつうじて自らの生き方をかえた感動的な体
験など，働く親たちのパワーあふれる巻．

⑤希望としての学童保育
［現状と課題］ 40355-4
垣内国光，真田祐編集
A5判/192頁/1500円（1999.2）
日本の学童保育の「過去・現在・未来」をまとめた
巻．学童保育の歴史をふりかえり，法制化の意義
と問題点を整理し今後の課題を示す．

入門ガイド　学童保育指導員
 41152-8
野中賢治，片山恵子編
46判/128頁/1300円（2003.10）

「こんなときどうする」「ここがポイント―指導員
の仕事の基本」等の内容で語る，学童保育指導員
の仕事へのヒントとアドバイス．

入門ガイド 発達障害児と学童保育
 41210-5
茂木俊彦編著　全国学童保育連絡協議会編集協力
46判/144頁/1300円（2010.10）
発達障害の説明や実践紹介だけでなく，発達障害
児を理解するための視点，保護者支援のあり方に
ついても取り上げる．関連書籍紹介付．
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児童･ヤングアダルト書

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　全4巻 

小島喜孝，矢部広明編　江頭恵子文　水野あきら絵
B5判/平均40頁/揃価10000円
超高齢社会を迎え，自治体や学校でキッズサポー
ター，認知症サポーターなどの取り組みが広がる．
小中学生の高齢者理解を助ける教材として．

①しわがふえ、しらがになるのはなぜ？
生命と老化 40295-3
丸山直記監修　小島喜孝，矢部広明編　江頭恵子
文　水野あきら絵　B5判/40頁/2500円（2016.1）
老化現象を科学的に解き明かし，ケアや予防法を
わかりやすく伝え，人は老いてなお成長すること
と，社会的サポートのあり方を提示．

②どうしてすぐに忘れちゃうの？
認知症と病気 40296-0 
井藤秀喜監修　小島喜孝，矢部広明編　江頭恵子
文　水野あきら絵　B5判/40頁/2500円（2015.11）
時間→場所→人の順にわからなくなることや，徘
徊や暴言に対する上手な接し方などを図解．また
加齢による病気の原因と予防も解説．

③こんなとき、どうする？
介助と救急 40297-7 
望月彬也監修　小島喜孝，矢部広明編　江頭恵子
文　水野あきら絵　B5判/40頁/2500円（2015.9）
歩行介助は斜め後ろ，のどにつまったら，着替え
はマヒのあるほうから，寝返りを手伝うコツなど，
子どもにできるサポートを図解．

④おとしよりをささえる
施設と制度 40298-4 
矢部広明監修　小島喜孝編　江頭恵子文　水野あ
きら絵　B5判/40頁/2500円（2016.3）
年金，介護保険など，高齢者のための制度をわか
りすく解説し，複雑な介護サービスの種類や仕組
み，施設の選び方を平易に図解する．

わかって私のハンディキャップ　全6巻
46判/平均48頁/揃価9000円
見分けにくく，理解されにくい子どもの「しょう
がい」について，当事者の語りで本人や周囲の理
解を促す．どんなことが起こり，本人がどう感じ
ているか，周囲に何を助けてほしいか等がわかる．

①ＯＣＤ
こだわりからぬけられないの 40415-5 
アミタ・ジャッシー著　上島国利監修　上田勢子
訳　高橋由為子絵　46判/48頁/1500円（2015.11）
何が不安でどんな行動をしてしまうのか．治療や
支援法も伝える．

②トゥレット症候群
チックはわざとじゃないんだ 40416-2 
マル・レスター著　金生由紀子監修　上田勢子訳
オノビン絵　46判/48頁/1500円（2015.11）
チックが起きるとどんな気持ちか，周囲にどう助
けてほしいか伝える．

③摂食しょうがい
食べるのがこわい 40417-9 
ラスク，ワトソン著　作田亮一監修　上田勢子訳
松田シヅコ絵　46判/56頁/1500円（2016.1）

「拒食症」「過食症」「食物回避性情緒障害」「選択的
摂食」「機能性嚥下障害」という子どもの特徴的な
摂食障害をわかりやすく紹介．

④吃音
言葉がすらすらでないんだ 40418-6 
スー・コトレル著　廣嶌忍監修　上田勢子訳　オ
ノビン絵　46判/48頁/1500円（2016.1）
なぜ話すことがうまくいかないのか，ほうってお
けばなおるのか，どう対処したらよいのか，吃音
の理解と周囲への支援をうったえる．

⑤不安しょうがい
いつも不安で、心配なの 40419-3 
ウィレッツ，ウェイト著　水澤都加佐監修　上田勢
子訳　高橋由為子絵　46判/48頁/1500円（2016.3）
なぜひどい不安を常時かかえてしまうのか．子ど
もに多い「分離不安障害」「社会不安障害」，対処
法の「認知行動療法」を解説．

⑥統合運動しょうがい
ぶきっちょとはちがうんだ 40413-1 
モーリー・ブーン著　木村順監修　上田勢子訳　
松田シヅコ絵　46判/56頁/1500円（2016.3）
着がえ，字を書く，チームスポーツなどが苦手な
統合運動障害の子の，幼稚園，小学校，中学校で
の課題，周囲の支援の仕方を解説．



55

新
刊

哲
学

歴
史

政
治

労
働

経
済

社
会

教
育

児
童
・
Ｙ
Ａ

生
活

芸
術

自
然
科
学

児
童
・
Ｙ
Ａ

農業の発明発見物語　全4巻
小泉光久著　堀江篤史絵
A4変判/平均64頁/揃価10000円
私たちが食べる作物は，品種改良や栽培法，農具
や肥料の工夫など，さまざまな試行錯誤の結晶．
おいしさと安全と安定を求め続けた歴史を描く．

①米の物語
 40896-2 
小泉光久著　堀江篤史絵
A4変判/64頁/2500円（2015.6）
食料はどのようにして，よりおいしく，より効率
的な作物となっていったのか．1冊目は「コメの
進化の歴史」を日本史と並行して描く．

②野菜の物語
 40897-9
小泉光久著　今田成雄監修　堀江篤史絵
A4変判/64頁/2500円（2015.8）
古代，人間は野生の植物を食べていた．その後，
人間の都合に合わせて品種改良して生まれた，身
近な野菜たちの進化の歴史をたどる．

③果物の物語
 40898-6
小泉光久著　吉岡博人監修　堀江篤史絵
A4変判/64頁/2500円（2015.10）
ドングリを主食としていた時代から，農耕が定着
すると木の実はデザートになり，その後現在のフ
ルーツへと品種改良がすすめられた．

④食肉の物語
 40899-3
小泉光久著　大同久明監修　堀江篤史絵
A4判/64頁/2500円（2015.12）
人類は農耕の定着とともにウシやウマを労力とし
て家畜化し，乳や肉を利用する牧畜がはじまりま
す．その品種改良の歴史をたどる．

輪切りで見える！パノラマ世界史　全5巻 
羽田正監修　
A4判/平均40頁/揃価15000円
地球全体の歴史を横にスライスし．「社会のしくみ」

「人びとのくらし」二つの地図とイラストで図解．最
新の知見を盛りこんだ，見て楽しむ歴史の本．

①世界史のはじまり
 40935-8
宇野瑞木文　おちあいけいこ絵
A4判/40頁/3000円（2016.2）
大陸の形成から紀元前後まで．人類の発祥と各地
への移動，文明の誕生，文字や宗教の発生などを
豊富なイラストで描く．

②さまざまな世界像
 40936-5
内田力文　伊野孝行絵
A4判/40頁/3000円（2015.12）
西暦750年から1350年，各地でさまざまな宗教や
思想が発展し，独自の世界観が形作られた．気候
変動など新たな視点も交えて中世を描く．

③海をこえてつながる世界
 40937-2
佐治奈通子文　竹永絵里絵
A4判/40頁/3000円（2016.3）
1450年から1750年．大航海時代の幕開けにより
ヨーロッパとアジア，アフリカ，アメリカ大陸を
つなぐかけはしが成立，世界を大きく変えていく．

④大きく動きだす世界
 40938-9
後藤絵美，鵜飼敦子文　おちあいけいこ絵
A4判/40頁/3000円（2015.8）
西暦1800年から1918年．市民革命と産業革命を
へて植民地化がすすみ，第1次世界大戦へと至る
道を，イラストと地図で展開．

⑤変わりつづける世界
 40939-6
寺田悠紀文　ヒロミチイト絵
A4判/40頁/3000円（2015.6）1940年から2010年．
第2次大戦からの再出発と東西冷戦，そして対テ
ロ戦争へ．世界の一体化が進む反面，分断と格差
も深まる現代を描く．

親子でつくる自然エネルギー工作 全４巻
川村康文編，高橋真樹写真・文 40920-4
A4判/各32頁/各2750円
紙コップやうちわで風力発電，太陽の光で車や船
が進む，水車を回してLEDが点く，レモンや紅
茶から電気を．つくり方をカラー写真で完全図解。

①風力発電
40921-1

A4判/32頁/2750円（2014.5）
うちわでプロペラ型風力発電機，紙コップやペッ
トボトルでサボニウス型，工作用紙でジャイロミ
ル型など，カラー写真で完全図解．

②太陽光発電
40922-8

A4判/32頁/2750円（2014.6）
ソーラーカーやソーラーシップ，停電時に実際に
使えるミニ太陽光発電キット，花の色素と歯みが
き粉で色素増感太陽電池などを作る．

③小水力発電
40923-5

A4判/32頁/2750円（2014.7）
スプーンの水車発電，おふろの残り湯でまわすプ
ロペラ発電，水道で磁石を回転させる発電機，水
でCDをまわすコイル発電機を図解．

④太陽熱・バイオ発電
40924-2

A4判/32頁/2750円（2014.8）
太陽熱温水器，ソーラークッカーでゆで卵，手ま
わし発電機，レモンで食べ物発電，鉛筆の芯で炭
素電池，紅茶を電気分解して燃料電池．
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チャレンジ！キッズスピーチ　全３巻
（英語対訳つき） 40505-3

フリー・ザ・チルドレン・ジャパン編
B5判/40～44頁/揃価6800円

①できるよ！はじめてのスピーチ
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン編，中島早苗，
天野Faith冬樹著 　　　　　　　　 40506-0
B5判/44頁/1800円（2015.2）
スピーチには世界を変える力がある ! ?　スピー
チの基本的な考え方から，構成や練習方法を解説．
学校での発表活動に役立ちます．

②平和をもとめた子どもたち
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン編，柏村みね子
英語監修　　　　　　　　　　　　　　 40507-7
B5判/40頁/2500円（2015.2）
世界の子どものスピーチに学んで挑戦しよう！元
子ども兵士や国連で発言した被爆三世の高校生な
どのスピーチを紹介．

③子どもの権利をうったえる
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン編，柏村みね子
英語監修　　　　　　　　　　　　　　 40508-4
B5判/40頁/2500円（2015.3）
マララさんのノーベル平和賞受賞スピーチ，セヴ
ァン・スズキさんの「リオの伝説のスピーチ」な
どを英文対訳つきで解説．

メイドインどこ？　全３巻 40930-3

斉藤道子著
A4判/各40頁/各2800円
身近な食べものや生活用品の「生まれ故郷」を追
跡する．

①食べものと飲みもの
40931-0

A4判/40頁/2800円（2014.9）
ガムはメキシコのチクルと中国のキシリトール，
アメリカのペパーミントで作られている．身近な
食品の「メイドイン」を追跡する．

②学校にあるもの
40932-7

A4判/40頁/2800円（2014.12）
えんぴつの芯は中国の黒鉛とドイツ産の粘土，消
しゴムやのり，紙や絵の具，磁石，ランドセル，
楽器，運動用具などのメイドイン．

③家庭にあるもの
40933-4

A4判/40頁/2800円（2015.3）
たたみやふとん・箸は国産だが，原料は輸入して
いる．スニーカーや自転車，メガネ，時計，傘，
タオルなどのメイドインを追跡する．

なるほど世界地名事典 全６巻 40880-1

蟻川明男著
A4変/各40頁/揃価14400円
国名や地名，自然名の起源をたどることによって，
その国の植民地支配と独立の歴史，宗教や文化，
地理的特徴が見えてくる．国旗の由来も解説．

①アジアⅠ・オセアニア
 40881-8

A4変/40頁/2400円（2012.10）
タイは「自由」，ジャカルタは「勝利者」，ウラジ
オストクは「東方征服」．オセアニアのほとんど
はイギリス人の名前．

②アジアⅡ
 40882-5

A4変/40頁/2400円（2012.11）
アラブは「荒野」でカザフスタンは「自由人の国」，
ネパールとイラクは「低地」．メッカは「神殿」で，
イエメンは神殿の「右側」という意味．

③ヨーロッパⅠ
 40883-2

A4変/40頁/2400円（2012.12）
ポーランドは平原，デンマークは低地，ノルウェ
ーは「北への道」．オーストリアは「東の国」で，
ヨーロッパの語源は「日没の地」．

④ヨーロッパⅡ・北アメリカ
 40874-0

A4変/40頁/2400円（2013.1）
イタリアは「子牛の国」でドイツは「民衆の国」．
オタワ，シカゴ，マイアミ，テキサス，アリゾナ
はすべてアメリカ先住民の地名．

⑤中米・南アメリカ
 40885-6

A4変/40頁/2400円（2013.2）
ドミニカは「日曜日」，リオデジャネイロは「１
月」．カリブは「勇敢」，エクアドルは「赤道」で
チリは「寒い」．

⑥アフリカ
 40886-3

A4変/40頁/2400円（2013.3）
ブルキナファソは「わいろを取らない高潔な国」．
ケニアは「白い山」，ナイロビは「冷たい水」，エ
ジプトは「神の家」．
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妖怪の日本地図　全６巻 40870-2

千葉幹夫監修・文　粕谷亮美文　石井勉絵
A4変/各40頁/揃価10800円
全国300種程いると言われる妖怪を県別にカラー
絵で紹介．妖怪関連の史跡や言い伝え，妖怪出典
一覧付．こわくて楽しい日本地図．

①北海道・東北
 40871-9

A4変/40頁/1800円（2012.10）
アイヌの妖怪，青森の恐山，岩手の遠野地方，秋
田はマタギと妖怪，山形はテングと山伏，福島は
安達ヶ原のオニババなど．特集は「カッパ」．

②関東
 40872-6

A4変/40頁/1800円（2012.11）
茨城は巨人のデエランボウ，神奈川はヤマンバ，
千葉のフタクチオンナ，東京の本所七不思議．特
集は天狗と稲荷のキツネ．

③中部
 40873-3

A4変/40頁/1800円（2012.12）
人間に金を貸す狸（佐渡島），長篠合戦を語る狐

（愛知県），人魚の肉を食べた八百比丘尼（福井
県），夜叉が池の主（岐阜県）等．

④近畿
 40874-0

A4変/40頁/1800円（2013.1）
百鬼夜行（京都府），クズノハギツネ（大阪府），
飛鳥の巨石伝説（奈良県），砂かけ婆（兵庫県）等．
特集は鬼と化ける動物たち．

⑤中国・四国
 40875-7

A4変/40頁/1800円（2013.2）
阿波の狸合戦（徳島県），土佐お化け草紙（高知
県），ヤマタノオロチ（島根県），稲生物怪屋敷（広
島県），鬼ノ城（岡山県）等．

⑥九州・沖縄
 40876-4

A4変/40頁/1800円（2013.3）
ツチグモ（大分県），子育て幽霊（長崎県），シラ
ヌイ（熊本県），マジムン（沖縄県）．特集は人魚，
古代～江戸の妖怪出現年表付．

カラー図解 ストップ原発　全４巻 40840-5
野口邦和・飯田哲也・辻信一監修
A4判/各40頁/揃価11200円
くりかえしてはならない事実と考え続けなければ
ならない課題を完全図解．次世代を担う子どもた
ちにわかりやすく伝える，初の本格的児童書．

①大震災と原発事故
 40841-2
野口邦和監修　新美景子文
A4判/40頁/2800円（2011.12）
原発問題をとりあげた初の本格的児童書．１巻で
は原発や核分裂のしくみ，事故にいたる過程，核
廃棄物の最終処理問題を完全図解．

②放射能汚染と人体
 40842-9
野口邦和監修　新美景子文
A4判/40頁/2800円（2012.1）
放射線の正体は，生物への影響は…正確で科学的
な知識をわかりやすく図解．原発事故による被曝
や除染の実情と身を守る方法を解説．

③電力と自然エネルギー
 40843-6
飯田哲也監修　新美景子文
A4判/40頁/2800円（2012.3）
太陽光・風力・地熱・バイオマス・小水力発電など，
自然エネルギーのしくみと可能性を図解し，世界
と日本のとりくみを紹介する．

④原発と私たちの選択
 40844-3
辻信一監修　高橋真樹文
A4判/40頁/2800円（2012.3）
原発をどうしていくのか．考え，話し合うために，
原発の歴史，原発をめぐる発言，社会の動きなど，
論点を広く取り上げる．

絵本 子どもたちの日本史　全５巻 40850-4
野上暁・加藤理文　石井勉絵
A4変判/各40頁/揃価12000円
子どもたちは何を食べ，どこに住み，どんな遊び
や勉強，働きをしていたのか．美しい絵と子ども
の目線でたどる今までにない通史．

①むかしむかしの子どものくらし
 40851-1
加藤理・野上暁文　石井勉絵
A4変判/40頁/2400円（2011.11）
人類の始まりから子どもはいた．平安時代の12
歳の少女の目を通して，貴族から武士の時代への
変化を見る．子ども史年表付（以下同じ）．

②江戸時代の子どものくらし
 40852-8
加藤理文　石井勉絵
A4変判/40頁/2400円（2011.12）
江戸末期の生活を下級武士の子どもが語る．住居
と家族，好物と菓子，遊びと勉強，楽しみは相撲
と見せ物，大変なのは飢饉と黒船．
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③明治・大正の子どものくらし
 40853-5
加藤理文　石井勉絵
A4変判/40頁/2400円（2012.1）
明治時代に育った父や祖父の話を交え，子ども向
けの菓子や商品，児童向け雑誌も多く出版された
大正時代の子どもの生活をみる．

④戦争と子どものくらし
 40854-2
野上暁文　石井勉絵
A4変判/40頁/2400円（2012.2）
学童疎開先で家族の死を知らされた10歳の少年
の目でたどる戦前・戦後の過酷な暮らし．テレビ
放映のはじまる1954年頃まで．

⑤現代の子どものくらし
 40855-9
野上暁文　石井勉絵
A4変判/40頁/2400円（2012/3）
パソコンや携帯などのＩＴ機器の普及，いじめ自
殺，少年事件，ファッション，おもちゃなど，大
きく変わる子どもの暮らしを追う．

はじめてよむ童話集　全５巻 40820-7

野上暁編
A5判/各88頁/揃価6500円
子どもに文字を読む喜び，お話を読む楽しさをプ
レゼント．絵本から文字の本への橋渡しをし、本
好きの子どもを育てます．

①わらっちゃう話
 40821-4

A5判/88頁/1300円（2010.12）
何度読んでもおもしろい．内田麟太郎，長新太，
灰谷健次郎，寺村輝夫，筒井敬介の思わず笑っち
ゃう話の数々．

②どきどきする話
 40822-1

A5判/88頁/1300円（2011.1）
学校，暗闇，心配，責任，友だちなど，子どもが
どきどきする作品を厳選．著者は山中恒，今江祥
智，大石真，三木卓，灰谷健次郎．

③ふしぎな話
 40823-8

A5判/88頁/1300円（2011.1）
寺村輝夫，山中恒，三木卓，今江祥智，佐藤さと
る，末吉暁子．ファンタジーの名手の作品で物語
のおもしろさを実感できる．

④ちょっとこわい話
 40824-5

A5判/88頁/1300円（2011.2）
おつかい，るすばん，生活の中のちょっとした冒
険やスリルを味わえる話．神沢利子，大石真，三
田村信行，寺村輝夫，安房直子．

⑤すこしかなしい話
 40825-2

A5判/88頁/1300円（2011.2）
好きな物や人と別れなければならなかったり，理
由もなくきらわれてしまったり．著者は神沢利子，
大石真，森山京，あまんきみこ．

考える絵本　全９巻 ①～⑥セット 40659-3
 　⑦～⑨セット 40658-6
野上暁，ひこ・田中編
B5判変/各32頁/揃価11700円
子どもの気持ちをゆさぶる絵と文で，考える楽し
さを誘います．各分野の第一人者が執筆した，考
える力を養い，心を鍛える絵本．

①こころ
 40661-6
香山リカ文　益田ミリ絵
B5判変/32頁/1300円（2009.6）
仲よし３人組に，心の痛みがわかる不思議なバン
ソウコウが加わって，心の謎に迫ります．香山リ
カさん初めての子ども向け絵本．

②死
 40662-3
谷川俊太郎文　かるべめぐみ絵
B5判変/32頁/1300円（2009.6）
おじいちゃんの死を入口に，死ぬってどういうこ
と？　タマシイってあるのかな？と考えます．厚
生労働省社会保障審議会推薦．

③人 間
 40663-0
河合雅雄文　あべ弘士絵
B5判変/32頁/1300円（2009.7）
人間とサルはどこが違う？　人間はいつから人間
になった？　サル学の世界的権威の著者が「人間
ってなんだろう？」と投げかける．

④美
 40664-7
日比野克彦著　
B5判変/32頁/1300円（2009.8）
朝顔の美しさは種にある．それが僕の発見．美し
さは人によって違う．朝顔プロジェクトを全国展
開した著者による美への問いかけ．

⑤悪
 40665-4
石坂啓作
B5判変/32頁/1300円（2009.9）
ネコのタマオはお面をつけて悪いことをした．誰
でも悪いことを考えたり，やりたくなったりする．
自分の中の悪について考えます．

⑥子ども・大人
 40666-1
野上暁,ひこ・田中著　ヨシタケシンスケ絵
B5判変/32頁/1300円（2009.10）
子どもはいつから大人？　子どもと大人どこがち
がう？　考えることは生きる力の源．考えながら
大人になろう．考えつづけよう．
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⑦しあわせ
 40667-8
辻信一文　森雅之絵
B5判変/32頁/1300円（2010.9）
一杯のコーヒー．そこにはたくさんの人の思いが
こめられていた．南米へ旅したマヤは，「しあわせ
コーヒー」の秘密を知る．

⑧ことばメガネ
 40668-5
アーサー・ビナード文　古川タク絵
B5判変/32頁/1300円（2010.11）

「英語メガネ」をかけるとどうなる？　いつもの
景色も自分もちょっと変わってくるらしいよ．こ
とばの不思議な世界を冒険する．

⑨愛
 40669-2
落合恵子文　ワタナベケンイチ絵
B5判変/32頁/1300円（2010.7）

「愛ってなんだろう？」　親，祖父母，犬，友だち，
他人，自分自身をめぐる様々な愛を，落合恵子さ
んがやさしく問いかける．

なるほど日本地名事典　全6巻 40810-8

蟻川明男著
A4判変/各40頁/各2200円　揃価13200円（2011.4）
北海道だけ「道」がつくのはなぜ？島でもないの
にどうして「福島」？埋立地だから「築地」．地
名の由来から地域の歴史が見えてくる．

①都道府県名・北海道～山形県 40811-5
②宮城県～神奈川県 40812-2
③東京都～愛知県 40813-9
④福井県～兵庫県 40814-6
⑤鳥取県～愛媛県 40815-3
⑥福岡県～沖縄県 40816-0

写真絵本 国境なき医師団　全6巻 40550-3
国境なき医師団日本監修　早乙女勝元，山本耕二編
A4判変型/各40頁/揃価10800円
戦争・自然災害等で苦しんでいる人びとの現状と，
そこで活動する国境なき医師団の姿から，世界で
何が起こっているのかを写真と文章で紹介する．

①国境なき医師団とは
 40551-0
梅津ちお文
A4判変型/40頁/1800円（2005.6）
助けを必要としている人びとに，差別なき援助を
おこなう国境なき医師団とは？　その活動を通し
て，わたしたちにできることは何かを考える．

②戦争で傷ついた人びと
 40552-7
菊池好江文
A4判変型/40頁/1800円（2005.7）
たとえどんなに危険な場所であろうとも，戦争や
内戦で苦しんでいる人びとへ，人道援助の手を差
しのべる活動を見ていく．

③難民となった人びと
 40553-4
菊池好江文
A4判変型/40頁/1800円（2005.9）
戦争や内戦により避難しなければならなかった人
びとが集まる難民キャンプとはどのようなものな
のか．難民が置かれている状況を考える．

④病気や飢えとたたかう
 40554-1
梅津ちお，菊池好江文
A4判変型/40頁/1800円（2005.10）
おびただしい数の命を奪いつづけるコレラやＨＩ
Ｖ／エイズ，結核などの感染症，そして飢え．治
療を受けられない人びとの現状を訴える．

⑤すべての人に医療を
 40555-8
梅津ちお文
A4判変型/40頁/1800円（2005.12）
ストリートチルドレン等，医師のいない地域に暮
らす人びとへの支援，自然災害の被災地での援助．
医療を必要とする人びとへの活動を伝える．

⑥手引きと資料
 40556-5
重田敞弘文
A4判変型/40頁/1800円（2006.2）
国境なき医師団の活動について，もっと詳しく学
びたい，知りたい読者のための手引き．この本を
活用するために／Ｑ＆Ａ等を収録．

くらべてわかる世界地図　全8巻 40520-6

藤田千枝編
A4判変型/各48頁/揃価14400円  ①⑤⑥⑦⑧品切
さまざまな統計データを世界地図上で視覚的に表
現し，世界と日本をめぐる様々な問題を子どもた
ちに見えやすい形で提供する．　

②学校の世界地図
 40522-0
小川真理子著
A4判変型/48頁/1800円（2004.10）
世界の子どもの7人に1人は学校に行っていない，
そのために文字の読めない人は10億人もいる．世
界の子どもたちの現状を伝える。

③ジェンダーの世界地図
 40523-7
菅原由美子，鈴木有子著
A4判変型/48頁/1800円（2004.11）
女の子が少ない国がある，学校に通う子どもの数
に男女差がある，夫婦は同姓でなくてもいい国の
ほうが多い等，性別格差の実態と背景を考える．

④福祉の世界地図
 40524-4
赤藤由美子著
A4判変型/48頁/1800円（2004.12）
アフリカの多くの国では４人に１人が５歳まで生
きられない，毎日５秒に１人が餓死している等，
世界の福祉の現状を見る．
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ぼくら地球市民　全3巻 40500-8

B5判変型/各40頁/揃価4200円　①②品切
児童労働，環境問題，平和について，世界で活躍
した子どもたちのノンフィクション．フルカラー
の写真絵本．子どもをエンパワメントする．

③わたしと地球の約束
セヴァンのわくわくエコライフ 40503-9
セヴァン・カリス・スズキ文　辻信一構成・訳
B5判変型/40頁/1400円（2005.2）
９歳からエコ活動をはじめ，12歳の時，地球サ
ミットで環境について訴えたセヴァン．セヴァン
の物語と，環境にやさしいエコライフのすすめ．

なるほどデータブック　全3巻 40650-0

菊判/各64頁/揃価5400円
子どもたちに身近なものを取り上げ，興味深いさ
まざまなデータを図やグラフにして見せながら，
その知られざる姿をあぶりだしていくシリーズ．

①コンビニのしかけ
 40651-7
藤田千枝編　坂口美佳子著
菊判/64頁/1800円（2008.11）
商品の並べ方に法則あり，サービスも売る，毎日
すてる15キロの食品，１人１年に５万円使う，全
国にあるコンビニは２社だけ，ほか．

②ケータイのしくみ
 40652-4
藤田千枝編　菅原由美子著
菊判/64頁/1800円（2009.2）
１パケットは64文字，文字も写真も０と１の組
み合わせ，日本の技術がいっぱい，古いケータイ
は宝の山，電磁波と健康問題，ほか．

③ペットの幸福度
 40653-1
藤田千枝編　新美景子著
菊判/64頁/1800円（2009.3）
世界と日本のペット飼育率，ペットにかかる年間
費用，ペットも人も高齢化，ペット文化の海外と
の比較，ペットからうつる病気，ほか．

日本は世界で何番目？　全5巻 40910-5

藤田千枝編
A4変/各40頁/揃価11000円（2013.11～14.4）
平均寿命は世界1位だけど幸福度は21位，男女格
差や有給休暇の使用率は最下位……世界ランキン
グから，日本の実像と課題が見えてくる．

①健康・福祉
 40911-2

藤田千枝編　坂口美佳子著
A4変/40頁/2200円（2013.11）
寿命や入院日数，大腸がんの生存率は世界1位だ
が，幸福度，医師の人数，出生率，社会保障の順
位は低い．日本の光と影が見えてくる．

②家族・教育・労働
 40912-9

藤田千枝編　菅原由美子著
A4変/40頁/2200円（2013.12）
長時間労働は世界２位，学費の高さは３位．男性
の家事時間は27位で女性役員は最下位…世界ラ
ンキングから日本の課題が見えてくる．

③環境とエネルギー
 40913-6

藤田千枝編　新美景子著
A4変/40頁/2200円（2014.1）
森林面積率は世界３位，生物多様性は２位と自然
は豊か．自然エネルギ―は太陽光発電世界４位に
対して風力は13位とおくれている．

④食料と農漁業　
 40914-3

藤田千枝編　増本裕江著
A4変/40頁/2200円（2014.3）
こく物自給率は世界137位，農林水産業人口率は
178位．輸入量はエビが2位でタコ3位，小麦4位
と世界中の食料を買い漁っている

⑤平和と安全
 40915-0

藤田千枝編　菅原由美子著
A4変/40頁/2200円（2014.4）
日本は殺人事件の発生率が世界一少ない国で，平
和度は世界６位である．一方，軍事費は世界６位，
戦艦の保有数は３位となっている．

仕事の絵本　全6巻 40580-0

伊田広行，岩川直樹，浜林正夫，朴木佳緒留編
A4判変型/各40～64頁/揃価10800円
仕事とはなんだろう．人びとの仕事への思いや仕
事をめぐる様々な問題に触れることをつうじて，
働くことと生きることのつながりを考える．

①仕事ってなに？
さまざまな仕事観 40581-7
岩川直樹文　後藤範行絵
A4判変型/40頁/1800円（2006.10）
世の中の人びとは，どのような思いで働いている
のだろうか．一人ひとりの人間の，仕事をめぐる
具体的なよろこびや苦労に耳をすませる．

②人はどんな仕事をしてきたの？
 40582-4
浜林正夫文　石井勉絵
A4判変型/40頁/1800円（2006.11）
採取経済から道具の誕生，奴隷制，貨幣の登場，
株式会社のはじまり，産業革命，現在の情報革命
まで．仕事の歴史を学び働き方の変化を知る．

③仕事のつながり，仕事のしくみ
 40583-1
大谷猛夫文　もりおゆう絵
A4判変型/40頁/1800円（2006.12）
わたしたちの日々の生活はどのように成り立って
いるのだろう．食べ物や洋服など身近なものを題
材に，仕事の複雑なしくみやつながりを学ぶ．



61

新
刊

哲
学

歴
史

政
治

労
働

経
済

社
会

教
育

児
童
・
Ｙ
Ａ

生
活

芸
術

自
然
科
学

児
童
・
Ｙ
Ａ

④働く条件ってどうなってるの？
 40584-8
朴木佳緒留文　石井勉絵
A4判変型/40頁/1800円（2007.1）
長時間労働や賃金格差など，働く環境はさまざま
な問題に満ちている．よりよく働くために知って
おくべき，働く者の権利と社会保障への視点．

⑤これからのライフスタイル
 40585-5
伊田広行文　後藤範行絵
A4判変型/40頁/1800円（2007.2）
短く働こう．ダメな仕事はやめ，いい仕事を見つ
けてぼちぼちやっていこう．「ワーク・ライフ・バラ
ンス」をキーワードに新しい生き方を提案．

⑥仕事を考えるワークブック
 40586-2
大野一夫文　もりおゆう絵
A4判変型/64頁/1800円（2007.3）
理解を深めるワークシート，授業での実践例，各
種統計やアンケート資料，用語解説など，仕事に
ついて具体的に考えるためのテキスト．

10代のセルフケア　全10巻 40540-4

46判/揃価13900円
10代の若者が抱える現代的な問題について，本
人が問題を理解できるようていねいに解説．また，
どう対処するかを実例をあげてアドバイスする．

①なぜ自分を傷つけるの？
リストカット症候群 40541-1
A・クラーク著　水澤都加佐監修　上田勢子訳
46判/112頁/1300円（2005.6）
なぜリストカットをするのか，原因，治療法，自
分でできること，周囲が支えられることなどを，
当事者の心の動きや状況の実例をあげて解説．

②デートレイプってなに？
知りあいからの性的暴力 40542-8
A・パロット著　村瀬幸浩監修，冨永星訳
46判/208頁/1500円（2005.12）
デートレイプはなぜ起こるのか．身を守るための
方法や意識，被害を受けた時の対処法，男性の側
が注意することなど，多くの事例で解説．

③共依存かもしれない
他人やモノで自分を満たそうとする人たち 40543-5
K・M・ポーターフィールド著　水澤都加佐監訳
46判/176頁/1400円（2006.4）
必要以上に他人につくしたり，アルコール，薬物
等にのめりこむ共依存について簡潔に解き明かし，
抜けだすための方法を伝える．

④もしかして妊娠
そこからの選択肢 40544-2
C・シンプソン著　村瀬幸浩監修　冨永星訳
46判/208頁/1500円（2006.10）
予期しない妊娠後の選択肢とその実際について，
問題点と心構えを丁寧に説く．妊娠による心と
体・生活の変化についても具体的に伝える．

⑤わたしの家族はどこかへん？
機能不全家族で育つ・暮らす 40545-9
R・M・ジャミオロスキー著　水澤都加佐監訳
46判/160頁/1400円（2006.12）
機能不全家族で育った子どもは，息苦しさやなん
らかの問題を抱えている．機能不全になる原因，
何が問題なのかを丁寧に解説し対処法を伝える．

⑥傷つけられていませんか？
虐待的な関係を見直す 40546-6
C・コブ著　水澤都加佐監訳　水澤寧子訳
46判/128頁/1300円（2008.5）
身体的虐待，心理的虐待をまず自分で気づき，対
処するための本．家族間の虐待，しつけ，体罰，
いじめ，ＤＶ，ストーカー等を扱う．

⑦PTSDってなに？
トラウマ体験後のケア 40547-3
C・シンプソン著　水澤都加佐監訳
46判/160頁/1400円（2008.7）
9.11やサリン事件，大震災後に話題になった現代
的な病．事故，事件，レイプ，虐待等も原因とな
る。多数の事例で対処法を解説．

⑧がまんしないで，性的な不快感
セクハラと性別による差別 40548-0
V・ショー著　村瀬幸浩監修　小形恵訳
46判/160頁/1400円（2008.9）
学校でも職場でも道端でも起こりうるセクハラ．
しかし知識を身につければセクハラを避けること
は可能．セクハラの対処法も解説．

⑨眠れない，起きられない
子ども・若者にも広がる睡眠障害 40549-7
C・シンプソン著　水澤都加佐監修　小形恵訳
46判/128頁/1300円（2009.1）
思春期の睡眠障害は不登校やひきこもりにもつな
がる．睡眠のメカニズムと睡眠障害を解説し，時
に心のケアも必要であると伝える．

⑩だいじょうぶ？体でアート
ピアス＆タトゥーのリスク 40537-4
B・ウィルキンソン著　冨永星訳
46判/160頁/1400円（2009.2）
案外知られていないタトゥーやピアスのリスク．
実例をあげ，判断のための知識と情報をまとめた．
やる前に読んでほしい本．

10代のフィジカルヘルス　全5巻 40530-5

菊判/各64頁/揃価9000円
10代の子どもや若者の心と身体にかかわる問題
について医学的な知識と具体的な事例を示し，ど
うしたらよいかを自分で判断できるような構成．

①タバコ
 40531-2
加治正行，笠井英彦著
菊判/64頁/1800円（2005.5）
中・高生の喫煙が増えている／身体におよぼす害
／女性の喫煙と受動喫煙／タバコとお金／きみは
だまされていないか？／卒煙しよう　ほか
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②おしゃれ＆プチ整形
 40532-9
岡村理栄子，金子由美子著
菊判/64頁/1800円（2005.7）
おしゃれ障害ってなに？／おしゃれと皮膚／成長
する体とおしゃれ／プチ整形ってはやっている
の？／おしゃれをしたい人へ　ほか

③ダイエット
 40533-6
石垣ちぐさ，本間江理子著
菊判/64頁/1800円（2005.9）
ダイエットの広告はなぜ多い／こんなダイエット
は危ない／思春期ダイエットのこわさ／健康的ダ
イエットのポイント　ほか

④アルコール
 40534-3
水澤都加佐著
菊判/64頁/1800円（2005.11）
お酒ってなに？／なぜ飲むの？なぜ飲んじゃいけ
ないの？／飲酒はなぜあぶないか／大人は飲んで
もいいの？／治療と回復のために　ほか

⑤薬物
 40535-0
水澤都加佐著
菊判/64頁/1800円（2006.1）

（目次）今，薬物が乱用されている／薬物につい
て知ろう／薬物依存症ってどんな病気？／治療と
回復のために／自分の問題として考えてみよう．

10代のメンタルヘルス　全10巻 40488-9

汐見稔幸，田中千穂子監修　上田勢子訳
菊判/各64頁/揃価18000円
心に病を抱えた子どもや若者向けに，病気の原因，
症状，治療方法，本人と周囲にできることを解説．
同世代の経験やアドバイスも掲載．

①過食症
 40491-9
ボニー・グレイブス著
菊判/64頁/1800円（2003.11）
過食症は，ダイエットがきっかけでおこる場合も
多い．原因，症状，病気の危険性，心と体の治療
方法を解説．

②拒食症
 40492-6
ボニー・グレイブス著
菊判/64頁/1800円（2003.11）
自分が太っていると思いこみ，食べるのを抑える
うちに食物を受けつけなくなり，死にいたること
もある．本書は拒食症の予防にも役立つ．

③うつ病
 40493-3
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2004.1）
自殺の恐れもある深刻な病．どうやってうつ病だ
と見分けるか，助けの求め方，診断と治療方法，
再発防止の方法をわかりやすく伝える．

④パニック障害
 40494-0
ナンシー・M・キャンベル著
菊判/64頁/1800円（2004.2）
卒業や就職などの転機や人間関係，受験勉強のス
トレスもきっかけになるパニック障害．適切な治
療の受け方，発作を予防する効果的な方法も掲載．

⑤怒りのコントロール
 40495-7
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2004.3）
怒りを抑えこんだり，反対に爆発させていると心
身の健康がおびやかされる．ストレスとの関係，
コントロールの仕方を丁寧に解説．

⑥自 殺
 40496-4
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2004.10）
なぜ自殺したいと思うのか，自殺しそうな友だち
をどう助けるか，緊急時の対処の仕方，自殺のき
ざしを見逃さない方法，うつ病との関連を解説．

⑦親の離婚
 40497-1
アイリーン・キューン著
菊判/64頁/1800円（2004.11）
親が離婚したらどんなことが起こるか，離婚がお
よぼす影響，居場所探し，親の再婚等，子どもの
心にそって解き明かす．

⑧ストレスのコントロール
 40498-8
スーザン・R・グレッグソン著
菊判/64頁/1800円（2004.12）
学校生活，勉強，家族・人間関係，おびただしい
情報量など，どれもがストレスの原因になる．ス
トレスに対処し，減らす方法を伝える．

⑨喪失感
 40499-5
アイリーン・キューン著
菊判/64頁/1800円（2005.1）
肉親の死，親の離婚等の大きな喪失．成績が落ち
たといった小さな喪失．喪失をどう受け止め，乗
りこえるか．空虚感，悲哀感への対処方法を解説．

⑩ＡＤＤとＡＤＨＤ
 40487-2
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2005.2）
ＡＤＨＤには主に衝動性，多動性，不注意の症状
がある．症状のコントロール法，大人が協力すべ
きこと，将来にむけて考えるべきことを伝える．
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学校のトラブル解決シリーズ　全７冊 40640-1

B5判/各32頁/揃価13000円
子ども自身がトラブルの原因や対処法を考え，学
びながらエンパワメント．「自分にもできる！」と
自信が持てます．推薦＝尾木直樹

①けんか
その手を出す前に 40641-8
エレイン・スレベンス著　上田勢子訳　オノビン絵
B5判/32頁/2000円（2008.10）
タイプ分けクイズをして，それぞれの対処法を考
える．けんかを回避したり，怒りの感情の処理な
ど様々な役立つスキルを紹介する．

②うわさ・かげぐち
広がる前に／広げる前に 40642-5
キャサリン・ロンディナ著　上田勢子訳　高橋由為子絵
B5判/32頁/2000円（2008.11）
携帯やパソコンで一瞬にして広まるうわさ．人を
傷つけるうわさやかげぐちについて考え，携帯や
パソコンの使い方にも警笛を鳴らす．

③いじめ
手おくれになる前に 40643-2
エレイン・スレベンス作　上田勢子訳　桑田木綿子絵
B5判/32頁/2000円（2008.12）
何がいじめか，なぜいじめるか，いじめの対処法
をクイズで考える．進級や入学時期に活用すれば，
いじめ発生の予防に役立つ．

④からかい
知らずに傷つける前に 40644-9
スティーブ・ピット作　上田勢子訳　オノビン絵
B5判/32頁/2000円（2009.1）
からかいはいじめに発展することが多い．からか
われた人がどんな気持ちかを考え，ジョークとか
らかいの違いについて考えてみる．

⑤言いあらそい
そのひと言に気をつけて 40645-6
エレイン・スレベンス著　上田勢子訳　高橋由為子絵
B5判/32頁/2000円（2009.2）
言葉は使い方によって暴力にもなる．意見の伝え
方，話の聞き方を身につけ，言いあらそいになっ
た時の仲裁の方法も伝える．

⑥ネットいじめ
エスカレートしないために 40646-3
ロビン・マッケカーン作　上田勢子訳　桑田木綿子絵
B5判/32頁/2000円（2009.3）
暴力事件や自殺につながることもあるネットいじ
め．ネットのリスクを知り，身を守る具体的な対
応策とネットマナーを伝える．

別冊　活用のためのガイド
 40647-0
エレイン・スレベンス作　上田勢子訳
B5判/32頁/1000円（2009.3）
シリーズをクラスや集団で活用するために，３巻

『いじめ』を例にして丁寧に解説した．すぐに使
えるプリントと資料付．

かならずわかるさんすうえほん　全5冊
石井孝子文　高橋由為子絵
A4判変/各40頁/揃価9000円
子どもたちにはわかりにくい算数の考え方を，楽
しい絵本で説明するシリーズ．

くりあがりのあるたしざん
かならずわかるさんすうえほん［低学年①］ 40701-9

A4判変/40頁/1800円（2010.10）
タイルたちがエレベーターを使ってくりあがりの
仕組みをわかりやすく説明．

くりさがりのあるひきざん
かならずわかるさんすうえほん［低学年②］ 40702-6

A4判変/40頁/1800円（2011.1）
１年生が最初につまずく「くりさがり」の仕組み
を，わかりやすく説明していく．

ながさ
かならずわかるさんすうえほん［低学年③］ 40703-3

A4変判/40頁/1800円（2011.5）
森の小人たちは，どうすれば長さをはかることが
できるのかを少しずつ理解し，やがてものさしや
巻き尺でいろいろなものをはかる．

かけざん
かならずわかるさんすうえほん［低学年④］ 40704-0

A4変判/40頁/1800円（2011.10）
暗記した九九をタイルを使って計算して，かけざ
んのしくみとおもしろさを体験する絵本．

おおきなかず
かならずわかるさんすうえほん［低学年⑤］ 40705-7

A4変判/40頁/1800円（2012/1）
大きな数の位どりは，低学年の子どもたちがイメ
ージしにくい単元のひとつ．10進法のしくみを
わかりやすく解説．

算数がすきになる絵本　全4巻 40620-3

ロリーン・リーディ作　福本友美子訳
B5判/各34頁/揃価6400円
動物や魔女たちがたし算・ひき算・かけ算・分数の
初歩的なしくみを解説．具体的なものを使って算
数のイメージを子どもに伝える．

①たし算たんていだん
 40621-0

B5判/34頁/1600円（2008.3）
動物たちの学校を舞台に犯人探しやボーリング，
物々交換，レストランでの計算など，たし算の考
え方をわかりやすく説明していく．
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②ひき算マジック
 40622-7

B5判/34頁/1600円（2008.3）
バザーまであと何日？　タイム競争・安売り競争
など，数が減っていくいろいろなエピソードのな
かで簡単なひき算の考え方を学ぶ．

③かけ算まほうつかい
 40623-4

B5判/34頁/1600円（2008.3）
ゼロをかけると「消える」魔法，数字を入れると

「増える」機械，２倍になるメガネなど，物語を
通じてかけ算をわかりやすく解説．

④分数だいすき
 40624-1

B5判/34頁/1600円（2008.3）
クッキーやケーキを２つ，３つ，４つに分けてい
く．ビー玉をみんなに同じ数ずつ分けるなど，生
活を通じて，分数の基礎を学べる．

自然だいすき　全5巻 40510-7

地学団体研究会編
A5判/平均132頁/揃価9000円
土や石，川原や海辺，道ばたのガケ…．身近な自
然の中には，ふしぎがいっぱいつまっている．自
然にふれ，楽しみながらできる実験や観察を紹介．

①地層と化石でタイムトラベル
 40511-4

A5判/128頁/1800円（2004.8）
身近な自然の中で化石を見つけ，地層をしらべる
うちに，大昔の世界が見えてくる．さがしかた，
しらべかたもわかりやすく解説．

②土と石のじっけん室
 40512-1

A5判/136頁/1800円（2004.9）
ありふれた土や石．でもそれは地球や生物の長い
歴史の中でつくられてきたもの．遊んだり，石あ
つめをしたりしながら，その「ふしぎ」を探る．

③川と海辺にチャレンジ
 40513-8

A5判/128頁/1800円（2004.11）
水の流れや石や砂，生きもの，まわりの土地のよ
うすなどをしらべてみよう．水のはたらきと大地
の歴史の深いつながりが見えてくる．

④地震と火山のたんけん隊
 40514-5

A5判/136頁/1800円（2005.1）
私たちの身のまわりには，地震や火山の秘密を調
べる手がかりが多い．その調べ方を紹介し，地震
や火山との上手なつきあい方を考える．

⑤きみもお天気博士
 40515-2

A5判/128頁/1800円（2005.3）
ユニークでたのしい天気のしらべ方をたくさん紹
介．天気をからだで感じて，身近な天気のひみつ
を自分たちでさぐってみよう．

びっくり，ふしぎ写真で科学　全6巻 40430-8
ガリレオ工房編　伊知地国夫写真　滝沢美絵文
A4判変型/各36頁/揃価10800円　⑤品切
超高感度カメラ，赤外線フィルム，魚眼レンズ等，
最新の写真技術を駆使して，肉眼ではわからない
自然の素顔やふしぎな現象をとらえる．

①ズームアップで発見
 40431-5

A4判変型/36頁/1800円（2003.5）
超拡大写真の世界．宇宙のようなシャボン玉の顕
微鏡写真，液晶画面の三色の窓，フィルムの断面，
丸くてなめらかなカッターや針の先，ほか．

②見えない光を見る
 40432-2

A4判変型/36頁/1800円（2003.6）
指から放電する静電気の姿，アイロンの放射熱，
ヤリイカの化学発光，虹のメカニズム，夕やけの
スペクトル，透明文具のゆがみ，ほか．

③動物の目，人間の目
 40433-9

A4判変型/36頁/1800円（2003.7）
ホタテ貝の眼点，セミやハエの複眼，紫外線をと
らえるチョウの眼，草食動物と肉食動物の視野の
ちがい，人間の立体視のしくみ，ほか．

④植物の素顔
 40434-6

A4判変型/36頁/1800円（2003.11）
花粉の素顔，花の中の野菜の赤ちゃん，飛び立つ
種子たち，植物の血管，寄生する植物，燃える黒
土，土壌生物たち，ほか．

⑥自然がつくるアート
 40436-0

A4判変型/36頁/1800円（2004.3）
絵画のようなビタミンの結晶，花びらのような赤
インクの素顔，お面に見える葉痕の断面など，自
然が創造した知られざる美の展覧会．
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化学の物語　全6巻 40570-1

竹内敬人監修
菊判/各64頁/揃価10800円　②品切
試行錯誤を経て真理に近づく科学者たちの探求の
プロセスを推理小説のように描き出すサイエンス
ドキュメンタリー．カラー図版や用語解説も充実．

①酸素の物語
 40571-8
カレン・フィッツジェラルド著　原田佐和子訳
菊判/64頁/1800円（2006.6）
火を利用するようになった人間は，火とは何かを
考えはじめた．酸素という元素に行き着くまでの
試行錯誤の歴史を描く．

③金の物語
 40573-2
ハル・ヘルマン著　藤田千枝訳
菊判/64頁/1800円（2006.9）
美しく希少で変色しない金．誰もが求め，貨幣と
して利用されてきた．様々な性質が科学者によっ
て解明され，今では多くの製品に使われている．

④鉄の物語
 40574-9
カレン・フィッツジェラルド著　藤田千枝訳
菊判/64頁/1800円（2006.10）
鉄が炭素と結合して鋼になり，鋼にクロムを加え
るとステンレスになる．磁化した鉄は，モータや
コンピュータにも利用されている．

⑤炭素の物語
 40575-6
マーク・Ｄ・ユーリン著　藤田千枝訳
菊判/64頁/1800円（2006.11）
木炭からインクや鉛筆への利用．ダイヤモンドも
石油や生物も同じ炭素原子の集まりであることが
発見され，地球の炭素の循環がわかってきた．

⑥窒素の物語
 40576-3
カレン・フィッツジェラルド著　藤田千枝訳
菊判/64頁/1800円（2006.12）
植物は窒素からタンパク質をつくり，それを動物
が食べ，生命がつきると窒素はまた空気中にもど
る．花火や爆薬の原料としても利用される．

平和と戦争の絵本　全6巻 40470-4

石山久男，岩川直樹，目良誠二郎編
A4判変型/各40頁　①僅少
平和とはなにか，戦争とはなにか．平和をどうつ
くりあうか．現代に生きる私たちが考え，学び，
語りあうためにさまざまな角度からアプローチ．

②平和ってなに？
 40472-8
大野一夫，中村裕美子文　石橋富士子絵
A4判変型/40頁/1800円（2002.12）
いま，私たちは平和なの？　子どもたちの学校を
舞台に身近な問題から平和と戦争を考えてみたら，
世界につながっていった……．

③戦争はなぜくり返される
 40473-5
石山久男文　石井勉絵
A4判変型/40頁/1800円（2003.1）
人はいつから戦争をはじめ，いつ終わらせること
ができるのか？　どんなふうに平和をつくろうと
してきたのか？　平和と戦争の歴史を追う．

④非暴力で平和をもとめる人たち
 40474-2
目良誠二郎文　石井勉絵
A4判変型/40頁/1800円（2003.2）
ガンジー，キングから，たった一人で戦争反対を
訴えた女子高校生まで，暴力によらないで平和を
求めて行動した人たちの知恵と勇気に学ぶ．

⑤わたしたちは平和をめざす
 40475-9
黒田貴子文　石橋富士子絵
A4判変型/40頁/1800円（2003.3）
子どもや若者たちが世界に目を向け，学び，考え，
発信する．バラエティにとんだ活動は平和への確
かな力となり，私にもできると思える．

⑥憲法で平和を考える
 40476-6
笠井英彦文　森雅之絵
A4判変型/40頁/1800円（2003.4）

「9.11テロと憲法」について探り始めた中学生た
ち．いま，そして未来に憲法がどうかかわってい
るか．憲法に平和という光をあてて見直す．

ココロの絵本　全10巻 40400-1

日本作文の会，子ども委員会編
A5判/各64頁/揃価15000円
90年代以降に書かれた小・中学生の詩や作文を通
じて，現代に生きる子どもたちの心の内を表現し
ようと10のテーマで編集されたシリーズ．

①学校ってたのしい？
 40401-8
村山士郎編集　曽根悦子絵
A5判/64頁/1500円（2001.6）
学校が心地よく安心できる時空間であってほしい
という子どもの願いがいっぱいつまっています．

②笑っちゃうよ
 40402-5
砂田芳一編集　木原千春絵
A5判/64頁/1500円（2001.6）
笑ったり，ニヤリとさせられるものから，大人の
世界を笑いとばすものまで，毎日の生活のなかで
生まれた笑っちゃう作品を集めました．

③ボランティア手をつないで
 40403-2
伊藤和実編集　須賀りす絵
A5判/64頁/1500円（2001.7）
ボランティア活動，お年寄りや障害をもつ人との
出会いのなかで，自分の心を見つめなおす子ども
たちの心の声に，耳を澄ませてみませんか．
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④好きな人いる？
 40404-9
片岡洋子編集　木原千春絵
A5判/64頁/1500円（2001.8）
好きな友だちがいるってうれしい．思春期の子ど
もの秘めた想いから，同性同士の想いや性差別に
関するものまで，様々な「好き」が綴られている．

⑤地球ってだいじょうぶなの
 40405-6
白木次男，田中定幸編集　曽根悦子絵
A5判/64頁/1500円（2001.9）
ダイオキシン，放射能もれ，環境破壊．でも私た
ちはこの地球でしか生きられない．地球の宝物を
大切にという子どもの願いがいっぱい．

⑥もっと遊びたい
 40406-3
横田裕二編集　木原千春絵
A5判/64頁/1500円（2001.10）
遊びは身体をきたえ，知恵をみがき，心を育てる
子どもの主食．はまっていること，ゲーム，冒険
等，遊びにまつわる子どもの本音が見えてくる．

⑦家族ってなぁに
 40407-0
内田光生，中村博編集　須賀りす絵
A5判/64頁/1500円（2001.11）
近くにいるのに遠くに感じることもある，家族っ
てなんだろう？さまざまな家族の姿が描きだされ
ています．

⑧イラつく ムカつく！
 40408-7
西條昭男，中島礼子編集　曽根悦子絵
A5判/64頁/1500円（2001.12）
イラつき，ムカつきを感じながらも，どこかにあ
たたかさや明るさをひめた子どもたちの作品がい
っぱい．

⑨悲しいこともあるんだよ
 40409-4
時崎幹男編集　木原千春絵
A5判/64頁/1500円（2002.1）
悲しみのなかで見つけたり，悲しみの向こうに見
えたものはなに？いろいろな悲しみにであった子
どもたちの心の内．

⑩わたしたち地球人
 40410-0
高橋幸恵編集　須賀りす絵
A5判/64頁/1500円（2002.2）
在日や外国籍をもつ子どもの作品と，交流をはじ
めた日本の子どもがともに未来を見つめていこう
とする思いのあふれた作品でいっぱい．

トレボー・ロメイン
こころの救急箱　全6巻 40460-5
トレボー・ロメイン，エリザベス・バーディック文
上田勢子，藤本惣平訳
46判/平均100頁/揃価7500円
アメリカの小・中学生の間で人気のトレボ－・ロメ
イン．自信と元気をとりもどさせてくれる本！

①いじめなんてへっちゃらさ
 40461-2

46判/104頁/1300円（2002.5）
いじめっ子の特徴，かけひき，逃げ方など，いじ
めとの向き合い方や対処の方法を，ユーモアをま
じえて楽しくときあかす．

②さよなら，ストレスくん
 40462-9

46判/104頁/1300円（2002.5）
子どもとストレスとは今や密接な関係．ストレ
ス・チェックでストレスを認識させ，ストレスの
つきあい方とを楽しくわかりやすく伝えます．

③テストなんかこわくない
 40463-6

46判/88頁/1200円（2002.6）
テストに追いたてられ，テスト・ストレスにもな
りかねない子どもたち．テストを受けるコツをユ
ーモアたっぷり，しかも実践的にときあかします．

④大切な人が死んじゃった
 40464-3

46判/88頁/1200円（2002.7）
大切な人が死んだら，世界中が変わってしまった
ようなつらい気持ちになる．そんな状態にある子
どもに必要なことや強さを心をこめて伝えます．

⑤宿題すらすらやっつけよう
 40465-0

46判/80頁/1200円（2002.10）
宿題でつまずいている子へ，宿題を楽にこなすた
めのコツや，宿題にやっつけられる前にこちらか
らやっつけてしまう方法を楽しく提案．

⑥仲間はずれなんて気にしない
 40466-7

46判/128頁/1300円（2002.11）
友だちとのつきあいに悩んでいる子へ．無理して
自分を見失うより，自分を大切にして，本当の友
だちをつくるにはどうしたらよいかをアドバイス．
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心をケアする絵本　全5巻 40610-4

B5判/各32頁/揃価8000円
身近につらいことが起きたとき，子どもなりに問
題を理解し，気持ちを表現するきっかけをつかむ
絵本．巻末に大人向け解説付．

①どうしてそんなにかなしいの？
親がうつ病になったとき 40611-1
B・アンドリューズ作　N・ウォング絵　上田勢子訳
B5判/32頁/1600円（2007.10）
親のうつ病についてやさしく解説し，子どもが自
分の気持ちをどうしたらよいかを伝える．親子間
のコミュニケーションにも役だつ．

②いまは話したくないの
親が離婚しようとするとき 40612-8
J・F・ランソン文　K・フィニー絵　上田勢子訳
B5判/32頁/1600円（2007.11）
親が離婚をひかえた少女の心の変化を追いながら，
子どもの気持ちの受け止め方を丁寧に描く．巻末
に親へのアドバイス付．

③車いすのおねえちゃん
障害のあるきょうだいがいるとき 40613-5
S・ボーネン作　I・ハーレマンス絵　野坂悦子訳
B5判/32頁/1600円（2007.12）
交通事故で車いすに乗るようになった姉が，再び
登校する日の弟の話．新しい関係性を築くための
サポートの必要性を伝える．

④おとうとのビー玉
身近な人を交通事故で失ったとき 40614-2
K・ディールティエンス，P・アドリァーンセンス作
S・ロー絵　野坂悦子，林由紀訳
B5判/32頁/1600円（2008.1）
弟が目の前で事故に遭った兄のショックと深い悲
しみ．子どもが死と出会ったときのケアを伝える．

⑤世界はどうなっちゃうの？
こわいニュースにおびえたとき 40615-9
C・シューマン作　C・ピロー絵　上田勢子訳
B5判/32頁/1600円（2008.2）
衝撃的なニュースを見て，子どもが不安や恐怖に
陥った時どうしたらよいか．安心感のある日常を
とり戻していく心の変化を描く．

ジェンダー・フリーってなあに？　全3巻 40480-3
草谷桂子文　鈴木まもる絵
A4判変型/各36頁/揃価4800円
楽しいストーリーと絵でジェンダー・フリーを理
解．親子で，幼稚園・保育園で，学校で読みあう
のにピッタリ．心のあたたかくなる３冊の絵本．

①プレゼントはたからもの
 40481-0

A4判変型/36頁/1600円（2003.5）
先生に赤ちゃんが生まれ，子どもたちはプレゼン
トを考えますが…．それぞれの個性をみとめ，育
みあう大切さをジェンダー・フリーの視点で描く．

②おきゃくさんはいませんか？
 40482-7

A4判変型/36頁/1600円（2003.5）
母親が働いている間に，こずえは空箱に入ってバ
スの運転手に．働く母親と子どもが互いを理解し，
育みあう姿を描く．

③ぼくはよわむし？
 40483-4

A4判変型/36頁/1600円（2003.5）
タケはすぐ泣くので，ケンに「よわむし」といじ
められる．いじめられたらいじめ返すのでなく，
友だちとつながりあえる道をタケは探り始める．

ジェンダー・フリーの絵本　全6巻 40440-7
橋本紀子，朴木佳緒留，村瀬幸浩編
A4判変型/各40～76頁/揃価10800円　②⑤品切
社会的・文化的につくられた性差（ジェンダー）
から解き放たれて，自分らしく生きることを考え
あう画期的な絵本．各巻テーマ別構成．

①こんなのへんかな？
 40441-4
村瀬幸浩文　高橋由為子絵
A4判変型/40頁/1800円（2001.1）
子どもの身近な疑問からジェンダーの問題をさぐ
る．女の子・男の子，どこがちがう？／大人もへ
んだよ／テレビもへんだよ　ほか

③働くってたのしい
 40443-8
朴木佳緒留文　もりお勇絵
A4判変型/40頁/1800円（2001.2）
働くこととジェンダーの問題を考える．「女の仕
事」「男の仕事」ってあるの？／働くってたのしい
こと？／ささえあって働く　ほか

④女と男これまで，これから
 40444-5
中嶋みさき文　もりお勇絵
A4判変型/40頁/1800円（2001.3）
ジェンダーっていつ，だれがつくったの？　歴史
をひもときながらジェンダーをさぐる．家の誕生
／男の子育て／新しい世紀を生きる　ほか

⑥学びのガイド
 40446-9
田代美江子編
A4判変型/76頁/1800円（2001.4）
ジェンダーについてもっと学びたい人のために．
各巻の解説と参考文献の紹介，用語解説，本シリ
ーズを使っての小・中学校での授業実践の記録．
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人権の絵本　全6巻 40370-7

喜多明人，岩川直樹，満川尚美，岩辺泰吏編集
A4判変型/各40～76頁　①②④品切
詩的な文ときれいな絵をみて，人権を感性でとら
えるとともに，生活のなかに生かせるように編集
された初めての人権絵本．

③それって人権？
 40373-8
喜多明人文　木原千春絵
A4判変型/40頁/1800円（2000.2）
遊ぶ時間がほしい，親にぶたれた等，子どもたち
が日頃「ちょっと変だぞ」と思うなかには人権に
関する問題が多い．Ｑ＆Ａ方式で考えあう．

⑤タイムトラベル人権号
 40375-2
満川尚美文　木原千春絵
A4判変型/40頁/1800円（2000.4）
タイムマシンで世界と日本の人権の旅にでかけた
ケンとリコ．人権は，無数の人々の犠牲と努力の
うえに実現してきたことを学んでいく．

⑥学びの手引き
 40376-9
岩辺泰吏編
A4判変型/76頁/1800円（2000.4）
もっと学びたい調べたい人のために，5巻までの
解題／言葉の説明／資料／索引等をまとめた巻．
人権学習と授業の手引書ともなっている．

難病の子どもを知る本　全8巻 40390-5

山城雄一郎,茂木俊彦監修　稲沢潤子文
難病のこども支援全国ネットワーク編
A4判変型/各36頁/揃価14400円
難病の原因や症状，治療について解説し，難病の
子どもたちの生活と学習，夢や願いを描く．

①白血病の子どもたち
 40391-2
石本浩市編
A4判変型/36頁/1800円（2000.9）
血液の製造工場は骨のなか／白血病は血液の病気
／進歩する治療／骨ずいバンク／副作用をのりこ
えて／友だちに知ってほしいこと　ほか

②心臓病の子どもたち
 40392-9
石澤瞭編
A4判変型/36頁/1800円（2000.9）
心臓は血液を送るポンプ／手術をした達郎くん／
心臓のいろいろなトラブル／友だちに知ってほし
いこと／ペースメーカーを胸に　ほか

③腎臓病の子どもたち
 40393-6
香坂隆夫編
A4判変型/36頁/1800円（2000.10）
腎臓病とはどんな病気？／慢性腎炎の洋平くん／
ネフローゼの学くん／友だちに知ってほしいこと
／機械で血液をこす（人工透析）／就職　ほか

④小児糖尿病の子どもたち
 40394-3
三木裕子編
A4判変型/36頁/1800円（2000.11）
おとなの糖尿病と子どもの糖尿病／インスリンの
働き／糖尿病の子どもの道具箱／自分で注射でき
るよ！／友だちに知ってほしいこと　ほか

⑤ぜんそく・アトピーの子どもたち
 40395-0
勝呂宏編
A4判変型/36頁/1800円（2000.12）
アレルギーの原因としくみ／食物アレルギー／ア
トピー性皮ふ炎／ぜんそく発作のしくみ／発作の
ときは／先生や友だちに知ってほしいこと　ほか

⑥ホルモンと代謝の病気
 40396-7
大橋十也編
A4判変型/36頁/1800円（2001.2）
遺伝子の変異はだれにでもある／体の調整役〔ホ
ルモン〕／ムコ多糖症／低身長症／軟骨無形成症
／ファブリー病／ターナ症候群／ＡＬＤ　ほか

⑦神経難病の子どもたち
 40397-4
内藤春子編
A4判変型/36頁/1800円（2001.3）
神経のメカニズム／無痛無感症／重症筋無力症／
二分脊椎／レット症候群／もやもや病／結節性硬
化症／ミトコンドリア病／筋ジストロフィー　ほか

⑧難病の子どもを支える人たち
 40398-1
三宅捷太編
A4判変型/36頁/1800円（2001.4）
難病ってどんな病気？／家族や友だち／お医者さ
ん／院内学級／病院ボランティア／お母さんを支
える／宿泊サポート／難病者の働く場を　ほか

障害を知る本　全11巻 40280-9

茂木俊彦監修　稲沢潤子文
A4判変型/各36頁/揃価19800円
障害ってなんだろう．障害をもつ人たちの生活や
教育，夢や希望は…．障害についての科学的な理
解とヒューマンな心を伝える．

①障害と私たちの社会
 40281-6
茂木俊彦編
A4判変型/36頁/1800円（1998.4）
街にはバリアがいっぱい／障害者は５億人，10人
にひとり／障害者はむかし…／障害者とスポーツ
／障害者が暮らしやすい社会に　ほか

②ダウン症の子どもたち
 40282-3
池田由紀江編
A4判変型/36頁/1800円（1998.4）
どうしてダウン症になるの？／ダウン症って遺伝
ですか？／学校で（ともに学ぶ）／ともだちになる
ために　ほか
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③てんかんのある子どもたち
 40283-0
三宅捷太編
A4判変型/36頁/1800円（1998.6）
ひきつけとてんかん／てんかんは脳波でわかる／
てんかんはこわくない／発作がおきたとき／てん
かんは薬でなおる　ほか

④ことばの不自由な子どもたち
 40284-7
中川信子編
A4判変型/36頁/1800円（1998.7）
ことばはふしぎ／声帯のしくみ／口と舌のはたら
き／ことばのはっきりしない子／大切なのは心が
きれいなこと　ほか

⑤耳の不自由な子どもたち
 40285-4
藤井克美編
A4判変型/36頁/1800円（1998.8）
どうしてきこえなくなるの？／きこえるしくみ／
耳がきこえなくてこまること／補聴器って知って
る？／ことばを学ぶ／手話はことば　ほか

⑥目の不自由な子どもたち
 40286-1
池谷尚剛編
A4判変型/36頁/1800円（1998.9）
どうしてみえなくなるの？／視覚障害の３つの不
自由／点字や声の道案内／わたしたちにできるこ
と／バリアフリーの生活用品　ほか

⑦自閉症の子どもたち
 40287-8
太田昌孝編
A4判変型/36頁/1800円（1998.10）
心の病気ではありません／自閉症は中枢神経の障
害／友だちになるために／自立へのこころみ／学
校や街で出会ったら　ほか

⑧ＬＤ（学習障害）の子どもたち
 40288-5
上野一彦編
A4判変型/36頁/1800円（1998.11）
エジソンもアインシュタインもＬＤだった／ＬＤ
ってどういう意味？／学び方を工夫して／わかる
勉強，たのしい学校を　ほか

⑨知的なおくれのある子どもたち
 40289-2
清水貞夫編
A4判変型/36頁/1800円（1998.12）
知的障害って何？／知能テストで人間をはかれる
の？／原因は何ですか？／障害児学級で学ぶ子ど
もたち／みんな同じ人間なんだ　ほか

⑩からだの不自由な子どもたち
 40290-8
藤井建一，中村尚子編
A4判変型/36頁/1800円（1999.2）
なぜ体が不自由になるの？／脳性まひとは？／ど
んな学校に行っているの／筋ジストロフィーの子
どもたち／障害の重い子どもたち　ほか

⑪障害児を支える人びと
 40291-5
茂木俊彦編
A4判変型/36頁/1800円（1999.3）
理学療法士，作業療法士／言語聴覚士，心理相談
員／障害児学級の先生／養護学校の職員／手訳通
訳，点訳／作業所の職員／施設の職員　ほか

クイズ・実験・データ
ためしてわかる環境問題　全3巻 40420-9
山崎慶太編
A5判/各160頁/揃価5100円　①在庫僅少
知っているようで，すぐには答えられないクイズ
が盛りだくさん．自分の環境理解度を試しながら，
科学的な理解をすすめます．

②ゴミ・エネルギー・電磁波
 40422-3
猪又英夫，吉本千秋著
A5判/160頁/1700円（2001.9）
１カ月のゴミの処理代はいくら／最も多い粗大ゴ
ミは／１本の木でティッシュペーパーは何箱でき
るか／一番エネルギーを使う乗物は　ほか

③食物・生物
 40423-0
山崎慶太著
A5判/160頁/1700円（2001.10）
田畑の作物はどうして肥料がいるの／有機野菜っ
てどんな野菜／世界中で飢えている人は何人／１
年間に砂漠化している面積はどれぐらい　ほか

病気とケガのタネあかし　全6巻
益田総子，関口武三郎，織田英昭，田中睦子著
B5判/各32頁/揃価15000円　①④品切　⑤僅少
子どものためのインフォームドコンセント．お医
者さんが病院や治療の舞台裏を紹介．病気やケガ
のしくみと体の防衛・再生システムを図解．　

②カゼをよくひく君に
 36032-1
益田総子著
B5判/32頁/2500円（1999.4）
ウイルスに効く薬はない／抵抗力／くしゃみ，は
なみず／せき／寒け，発熱／リンパ球と白血球／
めんえき／変身するウイルス／アレルギー　ほか

③おなかのよわい君に
 36033-8
益田総子著
B5判/32頁/2500円（1999.4）
おなかが痛くなるわけ／下痢はウンチの急行列車
／便秘はウンチの超鈍行列車／吐くのはからだの
防衛反応／はらいたの治し方　ほか

⑥薬がきくわけ
 36036-9
田中睦子著
B5判/32頁/2500円（1999.4）
薬はサポーター／薬の形にはわけがある／抗菌薬

（抗生物質）／副作用って何／くりかえされる薬害
／痛みをとめる薬／おなかの薬／漢方薬　ほか
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スポーツを科学する　全5巻
武藤芳照監修　田村孝絵　東京大学体育科学研究室執筆
B5判/各32頁/揃価12500円　①④僅少
運動するときのからだのしくみや科学的なトレー
ニングの方法，科学としてのスポーツのおもしろ
さなどをリアルなカラー画で図解．

②からだはまだまだ未完成
 61082-2

B5判/32頁/2500円（1996.4）
からだはまだまだ未完成／肥満度，やせ度をはか
る／スポーツはもともと「あそぶ」こと／運動能
力は遺伝で決まるか　ほか

③トレーニングに科学を
 61083-9

B5判/32頁/2500円（1996.4）
年齢にあったトレーニングを／無理なトレーニン
グは逆効果／ストレッチングの基本／まちがいだ
らけのトレーニング　ほか

⑤スポーツは科学だ
 61085-3

B5判/32頁/2500円（1996.4）
世界記録はどこまで伸びるか／どんどんちぢまる
男女の差／スポーツ用具の進歩／空気や水の抵抗
とのたたかい　ほか

性の絵本　全5巻 40000-3

山本直英，高柳美知子，安達倭雅子編著　木原千春画
A4判変型/平均40頁/揃価8000円
子どもたちに性についての科学的な知識を率直に
伝えること，「生きる」ことをベースにして性を学
ぶという視点で全巻を編集．

①生きるってどういうこと？
 40001-0

A4判変型/36頁/1600円（1992.4）
生きることは多くの人たちとの心のふれあいの連
続であること，その心のふれあいに同調して性が
あることを学ぶ．

②子どもからおとなへ生きる
 40002-7

A4判変型/36頁/1600円（1992.4）
思春期にさしかかった子どもたちが，からだの変
化をよろこびをもってむかえられるように，その
しくみを科学的に，そして明るく伝える．

③女と男ともに生きる
 40003-4

A4判変型/36頁/1600円（1992.4）
愛と性にかかわる行動は，子どもにとっては未知
の世界．性交，避妊等，語りにくいテーマを人と
人とのやさしいふれあいの一つの形として語る．

④なぜ，こんなことして生きているの？
 40004-1

A4判変型/36頁/1600円（1992.4）
おとなの生活と性の不思議さについて，子どもの
感じる「なぜ」に明確にこたえる．生きる姿勢を
するどく問われる問題にふれる．

⑤生きていくから聞きたいこと
 40005-8

A4変型/60頁/1600円（1992.4）
性にめざめた子どもの疑問や悩みをＱ＆Ａにまと
めた．からだや心の変化にたじろいでいる子ども
の気持ちにこたえる．

ファミリー版 世界と日本の歴史　全12巻
大江一道，鈴木亮，浜林正夫，宮原武夫編
A5判/平均224頁/価不同　①⑤⑨品切
中学生からおとなまで，家族みんなで楽しみなが
ら学ぶ物語歴史．世界史イコール外国史というと
らえ方を排したユニークな叙述．

②王たちの夢（古代１）
 50062-8

A5判/224頁/1600円（1988.1）
ピラミッドに眠る王たち，自由をもとめて剣をと
るスパルタクス．かれらが残したサインを君たち
はどう読む．

③天子と民衆（古代２）
 50063-5

A5判/224頁/1600円（1988.2）
東アジアにも帝国建設のつちおと高く，長安の都
は春たけなわ．そして日本は，「天平のいらか」か
ら「あさき夢みし」の世界へと．

④草原の英雄（中世１）
 50064-2

A5判/224頁/2000円（1988.3）
金色の輝きは東方の島へと人びとをかりたて，か
たや蒼き狼はウィーンの市壁へと駒をすすめる．
野望のはてにはいかなる夢が．

⑥大航海の時代（近代１）
 50066-6

A5判/224頁/2000円（1988.5）
香料と財宝をもとめ，新世界へと帆をはる征服者
たち．かれらの前に地球は丸い．一方，長い鎖国
の眠りにつく日本．

⑦自由と平等を（近代２）
 50067-3

A5判/224頁/1600円（1988.6）
きびしい身分制度のカラをやぶって，市民たちが
活動を開始した．貴族は消えたが，不平等を前に
労働者たちは団結する．
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⑧アジアの風雲（近代３）
 50068-0

A5判/232頁/2000円（1988.7）
眠りからさめ，いっせいに近代化をすすめるアジ
アの国ぐに．富国強兵・憲法制定は人びとに新た
な苦しみを．

⑩第二次世界戦争（現代２）
 50070-3

A5判/224頁/1600円（1988.9）
人間を狂気におとしいれるみな殺し戦争．とめど
なき殺人兵器の開発は，核による人類滅亡の危険
をも．

⑪新しい出発（現代３）
 50071-0

A5判/224頁/2000円（1988.10）
二度とおこすまい，焼あとのなかでの誓いもかた
く．しかし，再建と激動の日々に，またもたちこ
める暗雲．

⑫21世紀への扉（現代４）
 50072-7

A5判/224頁/1600円（1988.11）
世界のなかで日本はいま……．科学は人をどう変
える．さあ，君たちが主人公となる時代だ．

まんが日本の歴史　全12巻
加藤文三，黒羽清隆，吉村徳蔵，鈴木亮編　向中野義雄画
A5判/各160頁/揃価13980円　②品切
各巻４話の読み切り歴史物語で構成．ハラハラし
ながら読み進むうちに，歴史の基本知識が頭の中
に入る．ベテラン教師顔負けの書．

①大昔にせまる（原始）
 50041-3

A5判/160頁/1165円（1987.4）
明石の嵐の明日／繩文のタイムカプセル／土井ヶ
浜・砂丘の墓場／女王国への旅

③古代の人びと（奈良・平安）
 50043-7

A5判/160頁/1165円（1987.6）
鑑真和上，海を渡る／首が空を飛んだ／わたしの
父はほんとうの父？／サルはなぜカエルを殺し，
ウサギに追われたか？

④さむらいの登場（鎌倉）
 50044-4

A5判/160頁/1165円（1987.7）
一ノ谷―さまざまな死／カタカナで書いた訴え状
／竹崎季長奮戦記／千早城攻防記

⑤天下統一の道（室町・安土桃山）
 50045-1

A5判/160頁/1165円（1987.9）
36人，そしてみんなのたたかい／「種子島」の
旅／ローマへ行った少年たち／太閤さまのお繩入
れと刀狩り

⑥世界から切りはなされて（江戸前期）
 50046-8

A5判/160頁/1165円（1987.10）
天草四郎，十字架に死す／水はついに流れた／三
井の越後屋，売り上げをのばす／芭蕉，2400キ
ロを行く

⑦日本，世界とであう（江戸後期）
 50047-5

A5判/160頁/1165円（1987.11）
蘭学事始／大坂町奉行，馬からおちる／中山道馬
篭宿からみた黒船／水戸のコンニャク，井伊大老
を倒す

⑧新しい国をつくろう（明治前期）
 50048-2

A5判/160頁/1165円（1987.12）
回天の志士／汽笛一声，新橋を／アイヌ・モシリ
／秩父困民党，秋風に散る

⑨東アジア世界のなかで（明治後期）
 50049-9

A5判/160頁/1165円（1988.2）
アイビースクエアに過去があった／天皇，広島に
移る／203高地―みんなが死んだ／インドカレー
はこうして生まれた

⑩ベストファイブ日本（大正）
 50050-5

A5判/160頁/1165円（1988.3）
見よ，飛行機の高く飛べるを／氷点下28度，今
日はあたたかい／浅草十二階がくずれる／自由と
生活のある学校

⑪一五年もつづいた戦争（昭和戦前期）
 50051-2

A5判/160頁/1165円（1988.4）
山宣，東京に死す／柳条湖，午後10時30分過ぎ
／その日，ハイビスカスの花は赤かった／黒い雨

⑫不死鳥のように（昭和戦後期）
 50052-9

A5判/160頁/1165円（1988.5）
あるブラックマーケット／新幹線が走る／愛の母
子像／友情は２万キロのザイールへ
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絵で読む日本の歴史　全7冊
永原慶二，鈴木亮，加藤文三，山下國幸，佐々木勝男編
AB判/各48頁　⑤品切　別冊僅少
子どもたちが歴史を具体的に考えてゆくために最
適の教材．厳密な考証をふまえた立体性のある歴
史画として構成．

①日本のあけぼの（旧石器～古墳）
 50081-9
山下國幸，今井堯編　金沢佑光絵
AB判/48頁/1602円（1989.10）
石の道具をつくる／ほのおの土器／米づくりのは
じまり／ヤマタイ国の女王／大王の墓／豪族とむ
らびと／大和軍とたたかう　ほか

②貴族と民衆（飛鳥～平安）
 50082-6
加藤文三，木村茂光編　渡辺享子絵
AB判/48頁/1602円（1989.11）
飛鳥寺／壬申の乱／平城京の市／奈良の大仏／防
人／もえあがる応天門／源氏物語の世界／東北に
さかえる黄金の都／武者の世きたる　ほか

③武士と農民（鎌倉～戦国）
 50083-3
佐々木勝男，蔵持重裕編　石井勉絵
AB判/48頁/1602円（1990.1）
さかえる交易／ふたたび元がきた／南北朝の内乱
／「日本国王」のやかた／土一揆京をかこむ／下
剋上の幕開け／てっぽうをつくる　ほか

④士農工商の世（安土・桃山～江戸）
 50084-0
加藤文三，斉藤純編　石井勉絵
AB判/48頁/1602円（1990.2）
なで切りによる天下統一への道／太閤さまの検地
でござる／出島のオランダ屋敷／大坂は天下の台
所／奉公人出世道中双六／維新か世直しか　ほか

⑥戦争と平和（昭和）
 50086-4
鈴木亮，中妻雅彦編　金沢佑光絵
AB判/48頁/1602円（1990.4）
めんこ・ビー玉・戦争ごっこ／ひめゆりの塔／原子
爆弾投下／平和憲法をつくった／安保反対／新幹
線が走った／ B52，沖繩を発進　ほか

絵本 日本女性史　全４巻 40680-7

野村育世，関民子，早川紀代編
A4判変型/平均49頁/揃価8500円
教科書等で登場頻度の少ない女性を画面いっぱい
に描く歴史絵本．原始から現代まで．歴史を学び
始めた子どもたちから大人まで．

①原始・古代・中世
 40681-4
野村育世文　石井勉絵
A4判変型/40頁2000円（2010.1）
戦いや政治に携わった古代の女性，地位は下がっ
ても懸命に生きる中世の女性，女性の地位や生活
を社会の変化とあわせて追っていく．

②近 世
 40682-1
関民子文　菊地ひと美絵
A4判変型/40頁2000円（2010.2）
窮屈な封建社会で働き，学び，恋をし，行動した
江戸の女性たちを描く．只野真葛，女性教祖，尊
皇攘夷運動に関わった女性も登場．

③近代・現代
 40683-8
早川紀代文　石橋富士子絵
A4判変型/52頁2500円（2010.3）
繊維産業では過酷な労働を，戦中は戦争協力を強
いられた女性たち．様々な困難の中で発言し，運
動し，協力しあった女性たちを描く．

④学習の手引き
 40684-5
野村育世，関民子，早川紀代編著
A4判変型/64頁2000円（2010.4）
各巻のトピックの解説と資料，女性をめぐる動き
をまとめた年表，女性史関連の用語解説，参考文
献，索引を掲載．学習に役立つ．

地球人の地理講座　全6巻
小林汎，竹内裕一，田代博，内藤正典，
山本茂，和田一誠編
A5判/平均168頁/揃価12000円　⑥品切
21世紀に生きる私たちの課題を世界の多様な人々
との結びつきのなかで考える．図版・写真多数．

①たべる
 50191-5
山本茂，松村智明，宮田省一著
A5判/176頁/2000円（1999.9）
日本独特の料理も輸入なしには成り立たない．人
間のたべる営みの歴史をタテ糸に，たべものをめ
ぐる世界のつながりをヨコ糸に描く．

②すむ
 50192-2
和田一誠，内田博幸，栂野孝，横山秀司著
A5判/168頁/2000円（1999.10）
人々の住む権利が，南北問題，環境問題，民族問
題など脅かされている姿を紹介しながら，豊かに
住むとはどういうことかを考える．

③むすぶ
 50193-9
田代博，石田諭司，岡雅行，藤本一美著
A5判/160頁/2000円（1999.11）
通信・交通・国境を越える人々の移動等，世界の結
びつきがますます深まる様子を描き，その結び目
にある私たち一人ひとりの生き方を考える．

④つくる
 50194-6
竹内裕一，安藤清，泉貴久，杉浦和義，谷島久雄著
A5判/184頁/2000円（2000.1）
空洞化にゆれる日本の産業，地域社会や南の国々
での産業の自立の模索などを紹介しながら，地球
の未来を支えるものづくりとは何かを問う．
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⑤いきる
 50195-3
小林汎，大野新，柴田健，長谷川正利，
松村智明，宮田省一，山本茂，和田一誠著
A5判/168頁/2000円（2000.3）
環境，平和，貧困，人権等，地域に固有の課題は地球
社会の課題につながる．地球人として生きるとは．

くらべてわかる食品図鑑　全６巻 40600-5

家庭科教育研究者連盟編著　田村孝絵
A4判変型/各40頁　③品切
似ているけど違う．知っているようで答えられな
い食品を対比し製法や栄養，歴史や名前の由来を
わかりやすく解説．関心を広げるコラムも充実．

①お菓子と飲み物
 40601-2

A4判変型/40頁/1800円（2007.5）
紅茶とウーロン茶／ゼリーとところてん／チョコ
レートとココア／バターとマーガリン／黒い砂糖
と白い砂糖／クッキーとビスケット　ほか

②肉と乳製品
 40602-9

A4判変型/40頁/1800円（2007.7）
ハムとソーセージ／ヒレとロース／ベーコンとハ
ム／ブロイラーと地鶏／赤い卵と白い卵／伊達巻
と卵焼き／牛乳と低脂肪牛乳　ほか

④魚と海そう
 40604-3

A4判変型/40頁/1800円（2007.11）
カレイとヒラメ／タラとギンダラ／トロと赤身／
ハンペンとカマボコ／ギンザケとベニザケ／イワ
ナとヤマメ／アサリとシジミ　ほか

⑤野菜とくだもの
 40605-0

A4判変型/40頁/1800円（2008.1）
レタスとキャベツ／ホウレンソウとコマツナ／ブ
ロッコリーとカリフラワー／有機野菜と無農薬野
菜／男爵いもとメイクイーン　ほか

⑥調味料と調理
 40606-7

A4判変型/40頁/1800円（2008.3）
食卓塩と自然塩／赤みそと白みそ／酒と料理酒／
１合と１カップ／細切りと千切り／ゆでると湯が
く／炊くと煮る／煎ると炒める　ほか

台所のかがく　全3巻 40090-4

江川多喜雄編著
A5判/平均50頁/揃価3786円
日常生活のなかの，子どもたちの身のまわりのあ
りふれた現象をテーマに，科学の本質を理解し，
科学に親しむことをめざすシリーズ．

①リンゴはどうして赤くなる？
 40091-1
高田慶子編
A5判/48頁/1262円（1991.7）
ウメは青いのに梅干になるとなぜ赤くなるのか？
食べ物の色にかくれている科学の秘密をさぐる．
合成着色料の問題や食品安全についても学ぶ．

②見えない料理人・発酵
 40092-8
江川多喜雄編
A5判/56頁/1262円（1991.7）
発酵と腐敗はどうちがうのだろう？　チーズやヨ
ーグルトを実際につくってみて，発酵や菌などの
働きで食べ物が変化するようすを学ぶ．

③台所から地球をきれいに
 40093-5
小佐野正樹編
A5判/48頁/1262円（1991.7）
洗剤の安全な使い方を知り，家庭内の衛生につい
て学ぶ．普段なにげなく使っている洗剤と環境の
結びつきを理解し，台所でできることを提案する．

たべもの教室　全12冊 40068-3

家庭科教育研究者連盟
B5判変型/平均68頁/揃価21600円
子どもたちは，たべものが何からできているのか
ほとんど知りません．本シリーズは，料理を楽し
みながら素材の知識や調理の科学を学べます.

①米でつくる
 40071-3

B5判変型/64頁/1800円（1987.10）
（料理）おやき／あられ／炊飯／だんご／のりまき
／おはぎ／かしわもち　ほか（コラム）お米ので
きるまで／お米の兄弟／米ともち米　ほか

②小麦粉でつくる
 40072-0

B5判変型/64頁/1800円（1987.12）
（料理）クレープ／おこのみやき／手うちうどん／
すいとん／パン／マドレーヌ　ほか（コラム）パ
ンはどうしてふくらむの？／麦の歴史　ほか

③いもでつくる
 40073-7

B5判変型/64頁/1800円（1988.1）
（料理）肉じゃが／ポテトサラダ／コロッケ／大学
イモ／いもようかん　ほか（コラム）いもの伝来
／加工品／いもであそぶ　ほか
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④豆でつくる
 40074-4

B5判変型/64頁/1800円（1988.2）
（料理）豆もやしをつくる／とうふをつくる／おか
らの料理／納豆　ほか（コラム）豆の種類／豆の
栄養／豆の加工品　ほか

⑤たまごでつくる
 40075-1

B5判変型/64頁/1800円（1988.3）
（料理）ゆでたまご／目玉やき／オムレツ／茶わん
むし／マヨネーズ　ほか（コラム）たまごの種類
と栄養／白身と黄身／魚の卵　ほか

⑥牛乳でつくる
 40076-8

B5判変型/64頁/1800円（1988.4）
（料理）プリン／アイスクリーム／チーズ／ヨーグルト
／バター　ほか（コラム）牛乳の生産と消費／動
物の乳／牛乳の種類／牛乳の加工　ほか

⑦野菜でつくる１
 40077-5

B5判変型/64頁/1800円（1988.10）
（素材）だいこん／かぶ／にんじん／ごぼう／ほう
れんそう／キャベツ　ほか（コラム）野菜のどこ
を食べてるの？／緑の野菜と白い野菜　ほか

⑧野菜でつくる２
 40078-2

B5判変型/64頁/1800円（1988.11）
（素材）かぼちゃ／きゅうり／なす／トマト／ピー
マン／くだもの　ほか（コラム）つけものの科学
／くだものと野菜のちがい／食品添加物　ほか

⑨魚でつくる
 40079-9

B5判変型/64頁/1800円（1989.1）
（素材）さんま／さば／まぐろ／かつお／うなぎ／
たこ／いか／貝／海藻　ほか（コラム）日本人と
魚／魚のとり方／海の汚染　ほか

⑩肉でつくる
 40080-5

B5判変型/64頁/1800円（1989.2）
（料理）ぶた肉＝しょうが焼，酢ぶた，焼ぶた／と
り肉＝からあげ／牛肉＝シチュー，ハンバーグ　ほ
か（コラム）肉と栄養／肉の輸入問題　ほか

別巻１ おいしくつくる料理のひみつ
 40081-2

B5判変型/80頁/1800円（1991.3）
焼き魚のひみつ／焼き肉のひみつ／グラタンのひ
みつ／あげもののひみつ／パンのひみつ／うどん
のひみつ／くさらせない料理のひみつ　ほか

別巻２ 味つけと料理道具のひみつ
 40082-9

B5判変型/96頁/1800円（1991.3）
だし汁のひみつ／さとうのひみつ／塩のひみつ／
酢のひみつ／みそのひみつ／しょうゆのひみつ／
なべのひみつ／電子レンジのひみつ　ほか

舞台うらおもて　全5巻 61010-5

ふじたあさや文　西山三郎画　森田拾史郎写真
AB判/各32頁/揃価7500円
舞台が好きでたまらない３人があつまって，稽古
から本番まで舞台づくりに光をあて，子どもと舞
台芸術の橋渡しになるシリーズ．

①歌舞伎
 61011-2

AB判/32頁/1500円（1988.5）
子どもの目にうつった歌舞伎の不思議．隈取り，
見得，たてとつけ，拍子木の魔術等，歌舞伎なら
ではの世界を描く．

②児童劇
 61012-9

AB判/32頁/1500円（1988.6）
役づくり，衣装や舞台照明，演出……学校の体育
館を一瞬のうちに本格的な劇場にする方法．児童
劇の舞台づくりの秘訣など．

③バレエ
 61013-6

AB判/32頁/1500円（1988.8）
人間技とは思われないバレエだが，合理的なレッ
スンで体が動くように．舞台背景，照明，オーケ
ストラと，観客を魅了するバレエの舞台を紹介．

④人形浄瑠璃
 61014-3

AB判/32頁/1500円（1988.11）
世界の人形劇の中でも最も複雑な動きを実現した
日本の人形浄瑠璃．その３人遣いの仕組みを図解
で紹介．

⑤マジック
 61015-0

AB判/32頁/1500円（1989.3）
新作マジックを思い立ったマジシャン．自宅の作
業場でタネづくりに励み，大きな鏡の前で稽古の
毎日．さあ今日は初日，うまくいくかな？
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みんなでつくろう！大型クラフト　全6巻
A4判/各32頁/揃価18000円　①③④品切
学校行事，地域の催し等，さまざまなイベントに
役立つ大型のものづくり．リサイクルなど身近な
素材を使って，だれでもつくれるように完全図解．

②屋台・お店
 61302-1
檜山永次，中井秀樹，野出正和著
A4判/32頁/3000円（2001.12）
折りたたみ式夜店の屋台／ダンボール屋台／ペッ
トボトルのテーブル／牛乳パックのカラフルショ
ップ／ＣＤ目玉のメニューおじさん　ほか

⑤バルーン・アート
 61305-2
高田佳子著
A4判/32頁/3000円（2002.3）
天井かざり／風船ピエロ／ウエルカムゲート／プ
カプカ浮かぶ季節の花たば／ビッグ・リース／サ
ンタクロ－ス　ほか

⑥科学工作
 61306-9
高橋宏著
A4判/32頁/3000円（2002.4）
ペットボトル温水器／パラソル集光器／自転車ポ
ンプ冷凍庫／しょうゆびんで巨大温度計／圧力な
べで火力発電／巨大モーター　ほか

子どものための美術画法　全4巻 61050-1
アトリエ・ワン編
B5判/平均36頁/揃価12800円
画材別に初歩的な画法から少し高度なものまで，
連続カラー写真で紹介します．いくつかの作品の
描きはじめから完成までを解説．

①色鉛筆で描く
 61051-8

B5判/32頁/3200円（1995.4）
色鉛筆の種類／うすぬり・厚ぬり／ハッチング／
混色／グラデーション／色の深みを出す／点描／
水彩色鉛筆の使い方　ほか

②水彩絵の具で描く
 61052-5

B5判/32頁/3200円（1995.4）
水彩絵の具の種類と色数／絵の具の性質／色の秘
密／水彩画の紙／色のぬりかた／混色／中間色を
つくる／混色と重ねぬり／遠近法　ほか

③デッサンをたのしむ
 61053-2

B5判/32頁/3200円（1995.4）
デッサンの用具／光と影／明暗で面をとらえる／
線とグラデーション／動き／質感／量感／遠近法
／構成／形をかく／人物をかく　ほか

④漫画のかきかた
 61054-9

B5判/48頁/3200円（1995.4）
漫画をかく用具／ペンでかく／フラッシュ／ボカ
シ／トーンを使う／顔の表情とキャラクター／背
景／ストーリー／コマわり　ほか

歴史のなかの子どもたち　全6巻 50140-3
大江一道，鈴木亮，滝尾紀子，長島保編
A5判/平均222頁/揃価9612円
歴史のなかに子どもを見つけるのは，なんとむず
かしいことか．歴史に実在した子どもたちを主人
公にした，ノンフィクションの児童読み物．

①夢と冒険のはなし
 50141-0

A5判/224頁/1602円（1990.6）
旅にでた長蔵少年／ガチャボイ戦記・少年手塚治
虫／ロプサンジャブ少年の夢／日本をめざしたイ
ンディアン／幻の旧石器を求めて　ほか

②がんばったはなし
 50142-7

A5判/224頁/1602円（1990.7）
アイヌの少女として／煙突掃除の子どもたち／松
の木の傷あと／東京大空襲を生きぬいて／チビ先
生の誕生／三つの金メダル　ほか

③ゆかいなはなし
 50143-4

A5判/232頁/1602円（1990.8）
疎開した羊佑／マーク・トウェインの小さな冒険
／ナポレオンを見たデュマ少年／黒人のいない野
球なんて／少年マルコ・ポーロ　ほか

④恐れと怒りのはなし
 50144-1

A5判/224頁/1602円（1990.9）
南アフリカに生まれて／ダーちゃん，どこへ行く
／魔女にされた子どもたち／柳寛順／戦士になっ
たイスマイール／インドネシアのめざめ　ほか

⑤愛と悲しみのはなし
 50145-8

A5判/224頁/1602円（1990.10）
ツタンカーメン王／クークを訪ねて／戦場で描い
たマドンナ／マザー・テレサ／ケーテ・コルヴィッ
ツ／わが家の沖繩戦／アンネ・フランク　ほか

⑥天才のはなし
 50146-5

A5判/208頁/1602円（1990.11）
ファーブルは虫博士／ボールの魔術師ペレ／チャ
ップリン／絵筆をとった崋山／ビートルズの時代
／振一郎，物理学をこころざす　ほか
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中学生ゼミナール　全6巻 40240-3

中学生ゼミナール編集委員会編
46判/平均224頁/揃価7224円　③品切

「わかるようになりたい」という中学生の気持ち
に応えるシリーズ．勉強する意味をおさえつつ，
効率的な勉強法を具体的な例をあげて紹介．

①ぐんぐんわかる数学の本
 40241-0
榊忠男著
46判/224頁/1204円（1990.10）
楽しく学び，意味が理解できれば数学が好きにな
る．各学年のポイントをトランプやクイズを使っ
てわかりやすく解説．

②どんどん好きになる国語の本
 40242-7
坂本光男著
46判/216頁/1204円（1990.11）
国語の勉強は，日常の生活のなかでいつでも学べ
るよさがある．どう学んだら楽しくなるか，国語
の力をつける学びかたとはどんなことかを示す．

④世の中がみえてくる社会科の本
 40244-1
槐一男著
46判/224頁/1204円（1991.1）
普段の生活もちょっと視点を変えれば社会科のす
ぐれた教材に．暗記科目として敬遠されがちな社
会科を生活に密着したものに変身させる．

⑤自然がみえてくる理科の本
 40245-8
鷹取健著
46判/240頁/1204円（1991.3）
酸性雨やフロンガス等の社会問題も自然科学の正
しい知識があれば，解決にむけて手だてをうつこ
とができる．暗記ではない，理解する理科を学習．

⑥元気がでる中学生の本
 40246-5
汐見稔幸著
46判/224頁/1204円（1991.3）

「勉強は何の役にたつんだろう」という中学生の
問いに挑戦．勉強がなぜ必要なのか，中学生の目
の高さで語りかける．

なくてはならないきらわれもの生物　全3巻

A5判/各40頁/揃価5200円（2007.5～2010.4）
ミミズ，細菌，カビなどの「きらわれもの」たち
が，私たちの生活にいかに大切な役割を果たして
いるかをわかりやすく説明．

あなたの知らないミミズのはなし
 33048-5
中村方子監修　山村紳一郎文
皆越ようせい写真　田村孝絵
菊判/40頁/1600円（2007.5）
不気味なミミズは自然界のリサイクルになくては
ならない存在．知られざる生態を絵と写真で解説．

あなたの知らない細菌のはなし
 33063-8
粕谷亮美文・編集　熊田薫監修　鈴木逸美絵
菊判/40頁/1800円（2010.4）
細菌といえば病気を起こす悪者．でも細菌は死が
いを分解したり，味噌やしょうゆをつくっている．
その知られざる素顔を図解する．

あなたの知らないカビのはなし
 33064-5
粕谷亮美文・編集　熊田薫監修　鈴木逸美絵
菊判/40頁/1800円（2010.4）
子どもたちはカビが大きらい！　でもカビはすご
い力をもっている．発酵食品，薬などを通して，
その力の秘密に迫る．

むしむしたんけんたい　全3巻  40890-0

西沢杏子文　西原みのり絵
A5判/各76頁/揃価3900円（2013.5～9）
小学１年生のまゆと小学３年生のおにいちゃんが
虫の世界を冒険します．お話３篇に虫の飼い方や
クイズも載っている楽しい初級向け読み物．

①なきむしの巻
 40891-7

A5判/76頁/1300円（2013.5）
マツムシの鳴き声コンクール，セミの国での王様
選び，エンマコオロギのお嫁さんさがし．むしむ
し探検隊は，鳴く虫たちの世界へ出発！

②にんじゃむしの巻
 40892-4

A5判/76頁/1300円（2013.7）
水の上をすいすい歩くアメンボ，木の枝みたいな
ナナフシ，砂にもぐるアリジゴク．にんじゃみた
いな虫たちのいる世界への大冒険！

③ふしぎむしの巻
 40893-1

A5判/76頁/1300円（2013.9）
イモムシはなぜ旅にでる？　樹液に集まるクワガ
タやカブトムシ，光るホタルの一生は？　虫のふ
しぎを追いかけて，大冒険へ出発しよう！

けんぽうのえほん
あなたこそたからもの 21111-1
いとうまこと（伊藤真）文　たるいしまこ絵
B5変判/40頁/1300円（2015.5）
憲法の伝道師として活躍する著者が，憲法の大切
な精神を平易な言葉で語りかける初めての憲法絵
本．親子で読むのに最適．

ルーツがわかる名字の事典
 51009-2
森岡浩著
菊判/320頁/3200円（2012.10）
加賀の藤原氏は「加藤」，伊勢は「伊藤」を名乗
った．「井」は水場，壊れて「荒井」，新しいのは「新
井」．千数百の名字を収録．
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続 手づくりおもちゃ大図鑑
 61067-9
菅原道彦著
A4判変型/180頁/2500円（1995.7）
続篇では，前作よりも，より簡単につくることが
でき，より動きがあって，よりおもしろい手づく
りおもちゃの数々を完全図解．

科学あそび大図鑑
 61069-3
津田妍子著
A4判変型/132頁/1800円（1996.7）
身近な生活用品を使って，あそびながら科学のお
もしろさを体験できる．聴診器をつくる，風力を
はかるなど，楽しい手づくりのミニ実験を満載．

続 科学あそび大図鑑
 61087-7
津田妍子著
A4判変型/120頁/1800円（1997.8）
静電気センサー，氷の科学，酸素を探せ，磁石マ
ジック，摩擦であそぼう，パンの科学など，日用
品を材料にした楽しい科学実験を紹介．

ガリレオ工房の身近な道具で大実験
第1集 61086-0
滝川洋二，石崎喜治編著
A5判/128頁/1300円（1997.6）
消臭剤で電池をつくる，地上に無重量空間を，静
電気でモーターがまわるなど，あっとおどろくス
ーパー実験を図解．

ガリレオ工房の身近な道具で大実験
第2集 61077-8
滝川洋二，吉村利明編著
A5判/128頁/1300円（1999.6）
大好評のスーパー実験・第２弾．手の中で落雷を
つくる／クリーンエネルギー／金属探知機をつくる
／音でろうそくを消す　ほか

ガリレオ工房の身近な道具で大実験
第3集 61057-0
滝川洋二，吉村利明編著
A5判/128頁/1300円（2002.7）
ロボットアーム，燃料電池，光通信など，最新技術
をテーマにした実験．部屋ごとピンホールカメラ，
ゴミ箱で蜃気楼等の光の科学　ほか

ガリレオ工房の身近な道具で大実験
第4集 61217-8
滝川洋二，吉村利明編著
A5判/120頁/1300円（2005.8）
アルキメデスの原理や慣性の法則，世界最初の顕
微鏡，ガリレオの歯車，発明されたころの磁気テ
ープなどを，身近な道具で再現．

おしえて，アインシュタイン博士
 44030-6
アリス・カラプリス編　杉元賢治訳
46判変型/144頁/1400円（2002.3）

「空の向こうが何なのか知りたいのです．ママが
あなたなら教えてくれると言いました」．アイン
シュタインと世界中の子どもたちの文通を紹介．

どうする？どうする？ほうしゃせん
 図書館版 40846-7
山田ふしぎ著  　普及版 40847-4
B5判/40頁/図書館版1600円/普及版900円（2012.2）
前半は絵本形式で放射線から身を守る方法を，後
半は図解で放射線がなぜ危険なのか，科学的理解
の入口となる内容を伝える．

きみにもある いじめをとめる力
 41221-1

グッドスタイン，バーディック著　上田勢子訳
A5判/120頁/1800円（2013.12）
いじめをなくすために子どもたち一人ひとりが考
え，行動し，仲間を増やしていく取組をユーモラ
スに提案．学級や学校で取り組むのに最適の本．

ぼくはジョナサン…エイズなの
 41059-0
ジョナサン・スウェイン，シャロン・シーリング著
山本直英訳
B5判変型/64頁/1300円（1992.7）
未熟児で生まれたジョナサンは輸血でＨＩＶに感染．
家族や友人とともに生きる姿を写真絵本で紹介．

英文版 ぼくはジョナサン…エイズなの
 41063-7
ジョナサン・スウェイン，シャロン・シーリング著
山本直英解説
A5判変型/20頁/340円（1993.1）
ＨＩＶに感染したジョナサン君の感動の物語を，
英語の勉強や授業で活用できるように編集．

ジョナサンのニッポン日記
 41076-7
ジョナサン・スウェイン著　山本直英編訳
ジョナサン君とともにエイズを学ぶ会編集
B5判変型/48頁/1456円（1994.5）
ＨＩＶ感染者ジョナサン君が来日，日本の子ども
たちとの交流を日記と写真でつづった写真絵本．

父親になったジョナサン
 36050-5
Ｒ・サンチェス文　Ｃ・シュナイダー写真　上田勢子訳
A5判/80頁/1500円（2005.2）

『ぼくはジョナサン…エイズなの』のジョナサン
君が立派に成長，結婚して男児が誕生．母子とも
に感染はない．その波乱と感動の歩みを描く．

からだノート
中学生の相談箱 41219-8
徳永桂子著
A5判/128頁/1300円（2013.6）
Ⅰからだ，Ⅱからだとこころ，Ⅲ恋愛・性・多様性
にわけ，中学生の質問に丁寧に答える．思春期に
抱く疑問と不安が一気に解消．

手づくりおもちゃ大図鑑
 61022-8
菅原道彦著
A4判変型/228頁/2500円（1991.7）
リサイクル工作，飛ばすおもちゃ，音の出るおも
ちゃ，ゲームをつくる，紙でつくるなど，「あそび
の学校」でつくってきたもののベストセレクト．
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くらべてわかる科学小事典
図書館版 44062-7　普及版 44063-4

兵頭俊夫監修
A5判/336頁/図書館版3200円 普及版2400円（2014.4）
原子と元素，結晶と液晶，鉄と鋼，紅葉と黄葉，
雲と霧，引力と重力，流星と隕石，重さと質量，
電気と電子などを対比しながら解説．

きみは地球だ
デヴィッド・スズキ博士の環境科学入門 33051-5
デヴィッド・スズキ著　辻信一，小形恵訳　森雅之絵
菊判/128頁/1600円（2007.10）
空気，水，火，土，生物多様性，愛，世界の神秘
について，一流の科学者がわかりやすく伝える．
環境問題を考える原点になる本．

大学生の一行詩　父よ母よ
 35020-9
吉村英夫＋シネカブ編
46判/192頁/1200円（2005.12）
父よ，母よ，友よ！　両親へのツッコミ．友との
ふれあい．社会に対する漠然とした不安．いまを
生きる大学生たちがつづる喜怒哀楽のココロ模様．

君はこの映画を見たか！
若い時代の必見名画100選 61079-2
吉村英夫著
46判/240頁/1600円（2000.5）
映画にこだわる若者たちに，是非見てもらいたい
名作100本を紹介．あらすじと解説を読むだけで，
その作品の真髄が伝わってくる上質の映画案内．

高校生諸君！映画を見なさい
 61076-1
吉村英夫著
46判/256頁/1500円（1998.5）
映画は，時として人生を左右するほどの衝撃力が
ある．高校教師の経験をもつ著者が，「せめて映画
を見なさい」と訴えかけるユニークな映画論．
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増田れい子の本　全3巻 60040-3

増田れい子著
46判/平均250頁/揃価6296円
日本初の女性論説委員をつとめた著者の魅力を余
すところなく伝える．いのちの歓びと哀しみから
ジャーナリズムの現場事情まで興趣つきない．

①花のある場所
 60041-0

46判/208頁/1748円（1994.11）
小さな世界を通して，大きないのちの流れに気づ
かせてくれる流麗な筆致の随筆集．汲めども尽き
ぬ人生の秘訣．

②女たちの歌声
 60042-7

46判/208頁/1748円（1994.12）
女の友情と連帯，夫婦と家族の新しい結びつき，
人権，戦争と平和，そして憲法．明日に生きる女
たちの智謀と勇気をふんだんに盛り込む．

③一本のペン　私は何を書いてきたか
 60043-4

46判/336頁/2800円（1995.2）
戦後日本のあり方を問う数々の出来事，個性豊か
に生きる有名無名の人びとの忘れがたい姿．一本
のペンがみつめてきた時代と人を感動的に描く．

素敵にシニアライフ
老いに向かって生きるふたり 33052-2
村瀬敦子，村瀬幸浩著
46判/197頁/1500円（2008.1）
第２の人生を豊かにするためには夫婦をはじめ周
りとのコミュニケーションが大切．夫婦の絆を強
めるための性と生のあり方を語る．

素敵にパートナーシップ
40歳からの性と生 33033-1
村瀬敦子，村瀬幸浩著
46判/192頁/1500円（1997.1）

「２人でいて楽しい」を築くためのアドバイス．
子どもぬきの人生後半をどう生きていくのか，

「性」に着目して２人の関係を考察する．

生 活
くらし
衣食住
健康
スポーツ
趣味
子どもとつくるシリーズ

素敵にコミュニケーション
おとなのための性教室 33020-1
村瀬幸浩著
46判/224頁/1300円（1989.9）
女と男，その出会いから別れを彩るのはコミュニ
ケーションのあり方．「性」を窓口にして，ヒュー
マンな人間関係を育てていくためのメッセージ．

葦折れぬ 追想
 60034-2
小池勇著
46判/240頁/1748円（1995.9）

『葦折れぬ』は，戦時下に真実を求めて思索を続
けた千野敏子の手記（1947年）．ベストセラーと
なった『葦折れぬ』の抄録と著者の追想で綴る．

改訂新版 親子で見直すエチケット
 41144-3
佐藤順子著
46判/216頁/1500円（2002.10）
ロングセラーの改訂版．携帯電話やメールの普及，
食文化の変化，ウォークマン，バリアフリー，環
境マナー等，時代の変化に沿って加筆・修正．

カネを乗りこえる
マンバのカネ批判（somo-somo双書） 32021-9
中山千夏著
46判/160頁/1300円（2002.1）
人間の幸福はカネ次第だ，と思っている時代に生
きている現代日本の若者たち．大人が作ってきた
カネ儲け第一主義を批判する．

高いわけ，安いわけ
食品表示で読み解く価格差 40087-4
NACS東日本支部食部会編著
46判/144頁/1500円（2008.10）
価格差の原因を原産地・加工方法・添加物などの食
品表示から読み取り，その理由を解説．また上手
な選び方・使い方もアドバイス．

正月はなぜめでたいか
暮らしの中の民俗学 60022-9
岩井宏實著
46判/200頁/1300円（1985.11）
正月，成人式，ひなまつり，子どもの日，お盆…
私たちの暮らしの中に残るならわしの由来をひも
とき，継承すべき精神や合理化すべき無駄を指摘．

ピンピンコロリ７つの秘訣
いますぐできる健康長寿の極意 61223-9
笠原浩著
46判/200頁/1600円（2010.5）
①老人力，②笑って暮らす，③頭の体操，④ハート，
⑤おしゃべり，⑥よく噛んで，⑦からだを動かす，
おまけ・男性専用の秘訣．

長生きにはわけがある
元気で老いるための医学的ヒント 61221-5
児玉昌彦著
46判/208頁/1500円（2008.5）
ヒトはなぜ老いるのか，どうしたら，長患いしな
いで元気に老後を生きられるのか．老いのメカニ
ズムと老人病の対策を平易に解説．
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笑って長生き
笑いと長寿の健康科学 61218-5
昇幹夫著
46判/144頁/1000円（2006.6）
お笑いを見るとがん細胞とたたかうNTキラー細
胞が増える．笑いの効用を科学的に実証し，元気
で老後を過ごすための生活術を具体的に解説．

脳を元気に保つ暮らし方
 61220-8
蜂須賀裕子著
46判/128頁/1,300円（2007.10）

「笑い・園芸・ぬり絵・手話・香り…」と脳との関係
を，築山節脳神経外科医等の専門家へ取材し，著
者自らの体験も交えて綴られた健康エッセイ．

やめる禁煙，治す禁煙
意志の弱さを薬や治療で補う 61211-6
薗はじめ著
A5判/128頁/1400円（2003.5）
意志にたよるだけでなく，禁煙パッチやニコチン
ガム，カウンセリングなどの医療的ケアで禁煙を
成功させる方法と科学的メカニズムを解説．

おもしろい歯のはなし 60話
 36028-4
磯村寿賀人著
46判/208頁/1500円（2000.12）

「歯磨きはいつから始まった？」「ストレスと歯」
「歯のルーツは魚のうろこ」等，多方面から歯科
医が選んだとっておきの話．

中高年のためのフィットネス・サイエンス
 61216-1
宮下充正著
A5判/164頁/1600円（2004.12）
ウォーキング・ランニング・スイミングなど，健康
のためのトレーニングの効果的な方法や心身への
影響を最新の科学的データをもとに解説．

女性アスリート・コーチングブック
 61214-7
宮下充正監修　山田ゆかり編
A5判/196頁/1800円（2004.9）
女性特有のこころとからだについての無理解から，
外傷や障害，精神的疲弊で苦しむ選手も少なくな
い．専門家による女性選手向けの指導解説書．

海外トレッキング入門
実踏ガイド25コース 61058-7
日本勤労者山岳連盟海外委員会編
A5判/256頁/2200円（2002.11）
ネパールの世界一美しい谷，南米の奇峰，ロッキ
ーの美しい森と湖，雲南省にそびえる神々の山嶺．
読めば必ず行きたくなるおすすめルート．

どうする山のトイレ・ゴミ
オーバーユースと登山者の課題 61056-3
日本勤労者山岳連盟編
A5判/208頁/1800円（2002.6）
知っていますか？夏の富士山に白いし尿の川がで
きることを．登山ブームによる深刻な自然破壊を
どう解決するか，さまざまな経験や可能性を紹介．

登山と自然の科学 Ｑ＆Ａ
日本勤労者山岳連盟編 61048-8
小泉武栄，塚本治弘，大森薫雄執筆
A5判/224頁/1800円（2000.6）
やせ尾根ができるわけ／なぜ森林限界にハイマツ
があるのか／日本アルプス，北と南でこんなにち
がう／頂に笠雲は雨，本当か　ほかを解説．

温 泉 論
消費者の視点からそのあり方を問う 61222-2
保田芳昭著
46判/240頁/2000円（2009.9）
乱開発，加水問題，薬剤投入問題，偽装温泉，行
政の不備など，多発する温泉問題に危機感を持っ
た著者が，消費者の視点から温泉論を構築．

小黒三郎の組み木
 61003-7
小黒三郎著
A4判変型/248頁/3900円（1985.2）
組み木づくりにとりくんできた著者の作品200余
点を集大成．動物家族シリーズや動物パズル，ポ
リキューブなど収録した全作品の図面も公開．

子どもとつくる
①～50A4判変型，51～60 B5判変型/平均88頁/価不
同　①～⑯⑱～33 36 ～42 46 52 品切
手・指と体，感覚を総動員してものをつくる喜びを
伝えるシリーズ．学校で，地域で，また家庭で．

⑰草木で染める
 61117-1
村上道太郎著
A4判変型/76頁/1600円（1987.8）
日本の染色は，草や木との語りあいで自然の美し
さ，生命の尊さが学べます．自然の草木や紅茶な
どの食品も利用して染める方法を説明．

ポリ袋でつくる
 61134-8
栗田真司著
A4判変型/84頁/1600円（1992.6）
ゴミとして捨てられる運命にあるポリ袋をつかっ
て，虫取りあみ，ぬいぐるみ，ゴミ袋風船等楽し
い作品を作ります．環境問題を考える材料にも．

紙パックでつくる
 61135-5
芳賀哲著
A4判変型/84頁/1600円（1992.11）
紙パックでおもちゃづくりのリサイクル！パック
トンボ，でんでん太鼓，ぴょんぴょんピエロや風
車てっぽうなど，子どもが喜ぶ作品がいっぱい．

針と糸でつくる
 61143-0
田中周子著
A4判変型/64頁/1600円（1996.2）
手軽にとりくめるリフォーム手芸．ハンカチでつ
くるバッグ，残り毛糸でコースター等．針と糸を
使いはじめた子どもからおとなまで楽しめる本．
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人形劇をつくる
 61144-7
丹下進著
A4判変型/80頁/1600円（1996.5）
家の中のものですぐできるテーブル人形劇，ウレ
タンの片手人形，くつしたの腹話術人形等．じっ
さいに著者が公演している，たのしい脚本付き．

ザ・パントマイム
 61145-4
カンジヤマ・マイム著
A4判変型/74頁/1500円（1996.9）
４コママンガや写真を見ながらパントマイムを学
べる本．すぐにやってみたくなる挑戦問題や，舞
台で演じてみたい人のための作品の解説も．

オカリナをつくる
 61147-8
藤原義勝著
A4判変型/84頁/1600円（1997.5）
しっかりした音階の出せるオカリナづくりの本．
ベランダでできる焼成，音の調整，音の出ない原
因を解説．野菜や果物のオカリナも紹介．

サーカス芸入門
 61148-5
IKUO三橋著
A4判変型/76頁/1600円（1998.2）
楽しいサーカス芸（大道芸）の入門書．ジャグリ
ング，シガー・ボックス，一輪車，つな渡り等，
イラストと写真でわかりやすく解説．

春夏秋冬自然とつくる
 61149-2
浦部利志也著
A4判変型/76頁/1600円（1998.6）
1年を通して，自然とふれあい素材を探し，描い
たりつくったり．葉っぱにどんぐり，土に枝．自
然の中には発見がいっぱい．

組み木の昇り人形
 61150-8
小黒三郎著
A4判変型/76頁/1600円（1998.11）
組み木でつくった人形に，2本の紐を通して下げ，
交互にひっぱるとスイスイ昇っていきます．つく
るのも遊ぶのも楽しい昇り人形．

ファンタジー・バルーン
 61151-5
高田佳子著
B5判変型/80頁/1400円（1999.4）
細長い風船（バルーン）をふくらませて，動物，花，
虫，様々な造形をつくります．わかりやすいイラ
スト付き．パーティーや行事でも大活躍．

押し花ランド
 61153-9
栗原佳子著
B5判変型/80頁/1400円（1999.10）
花だけでなく，野菜，葉っぱ，果物，海草，なん
でも押して楽しめる．押し花からメルヘンの世界
が広がります．

新聞紙クラフト
 61154-6
エキグチ・クニオ著
B5判変型/80頁/1400円（1999.11）
新聞紙を筒にして，リースや額ぶちやいすに，は
りあわせて花びんや箱に．新聞紙でこんなに楽し
い作品ができるのかという驚きのつまった本．

手づくり封筒
 61155-3
清田延子著
B5判変型/80頁/1400円（2000.2）
カレンダー，包装紙をリサイクルしてのオリジナ
ル封筒づくり．切手との組合せやいろいろな形の
封筒など，簡単でそのうえ楽しい．

ペットボトルでミニガーデン
 61156-0
ひろせかおる著
B5判変型/80頁/1400円（2000.4）
ペットボトルで簡単な工作をして，野菜や花を育
てたり，観察に利用．家庭で学校で，ちょっとし
たスペースを緑や花で飾ります．

手づくりフェルト
 61158-4
若井麗華，高橋美恵子著
B5判変型/80頁/1400円（2000.6）
羊毛に石けん水をつけて，クルクルこすってフェ
ルトをつくろう．やわらかい手ざわりは赤ちゃん
のおもちゃにも，小物入れ等の作品にもぴったり．

ペットボトルのアイディア工作
 61159-1
金綱秀典編著
B5判変型/80頁/1400円（2000.7）
子ども考案の「筆洗い器」「車用傘入れ」等25作
品と，動力など工夫した車，船，噴水等，本格的
な作品まで，ペットボトル工作の決定版．

フェイス・ペインティング
 61160-7
高田佳子著
B5判変型/80頁/1400円（2000.10）
顔や身体に描いてみよう．サッカーの応援やハロ
ウィン，お化け屋敷，パーティ等で皆で楽しむ方
法や，専用絵具と道具，描き方の丁寧な説明付．
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日本の近代美術　全12巻 61030-3

青木茂，酒井忠康監修　草薙奈津子，丹尾安典，
原田光，三輪英夫，萬木康博編
A5判/各160頁/揃価32616円
101人の作家の代表作から日本の近代美術に新しい
光をあてる．第一線の美術館学芸員・研究者が結集．

①油彩画の開拓者
 61031-0
丹尾安典責任編集
A5判/160頁/2718円（1993.3）
黒船とともに押し寄せた〈西洋画〉の迫真的世界
の衝撃に血をたぎらせた初期洋画人たちの剛直な
画格に迫る．

②日本画の誕生
 61032-7
佐藤道信責任編集
A5判/160頁/2718円（1993.6）
新時代の日本画は新たな伝統美術の創出をめざし
誕生．それはグローバリズムとナショナリズムの
抱き合わせである近代日本そのものでもある．

③明治の洋画家たち
 61033-4
三輪英夫責任編集
A5判/160頁/2718円（1993.7）
黒田清輝の登場により明治洋画は大きな転機をむ
かえる．白馬会，太平洋画会の２団体を中心に，
洋画画壇形成の跡をたどる．

④新思潮の開花
明治から大正へ 61034-1
田中淳責任編集
A5判/160頁/2718円（1993.8）
近代市民意識のたかまりは，個人の解放，自我の
表現等を大きな価値として青年たちの心をとらえ
た．彼らの作品は近代美術の青春として輝く．

⑤京都の日本画
 61035-8
平野重光責任編集
A5判/160頁/2718円（1994.3）
竹内栖鳳を師として新世代が京都に育った．彼ら
は，個性的で新感覚の絵を創造し，近代日本画史
に大きな役割をはたした．

⑥大正・昭和の日本画
東京を中心に 61036-5
草薙奈津子責任編集
A5判/160頁/2718円（1994.4）
この時代の光と影は，近代日本画史に一時代を画
し，近代を彩る傑作も生んだ．その過程を東京画
壇の代表作家を中心にみる．

⑦前衛芸術の実験
 61037-2
萬木康博責任編集
A5判/160頁/2718円（1993.5）
美術は，演劇や音楽との境界をこえドラマティッ
クな空間を現出する．美術は，急速にその姿を変
貌させ現代美術の出発点に立った．

⑧日本からパリ・ニューヨークへ
 61038-9
矢口國夫責任編集
A5判/160頁/2718円（1993.11）
アメリカやパリに渡った美術家から個性的画面を
創造した画家がでてくる．海外でみずからの画面
創造を果たした作家たちの足跡を追う．

⑨1930年代の画家たち
 61039-6
原田光責任編集
A5判/160頁/2718円（1992.11）
1930年代は民族主義を高く掲げた時代．〈日本の
油絵〉を描きだすことを自覚的な目標にして，画
家もまた自分の流儀をもって目標達成を試みた．

⑩不安と戦争の時代
 61040-2
水沢勉責任編集
A5判/160頁/2718円（1992.11）
ある者は新しい造形の新天地へ逃れ，ある者は戦
争を記録する軍務に服した．選択の余地のない暗
い時代に画家が絵にこめた切実なつぶやきを見る．

⑪近代の彫刻
 61041-9
酒井忠康責任編集
A5判/160頁/2718円（1994.4）
高村光雲，荻原守衛，中原悌二郎，高村光太郎ら
10人の作家の代表作に，基礎的な研究に新しい
視点を加えて，立体造形の新しい世界へ導く．

⑫近代の版画
 61042-6
青木茂責任編集
A5判/160頁/2718円（1994.2）
江戸と東京に身を置く小林清親の光線を意識した
世界は，江戸最期の華であり，近代の行く手を照
らした．純粋に制作する喜びと悲しさをうたう．

デザインの種
たね

いろは47篇からなる対話 61233-8 
戸田ツトム，鈴木一誌著
46判/360頁/2400円（2015.12）
グラフィックデザインの世界を牽引してきた二人
が，15年にわたって持続してきた対話の集成．こ
れまでにないデザイン書．

芸術・文学
美術
音楽・舞踊
映画・演劇
写真
芸術一般
文学・語学
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ベン・シャーンを追いかけて
61230-7

永田浩三著
46判/304頁/2800円（2014.10）
20世紀アメリカを代表する画家ベン・シャーン

（1898-1969）ゆかりの土地を訪ね，人間と社会
を見つめつづけた表現者の実像に迫る．

ブリューゲル・さかさまの世界　子どもの遊び・
ネーデルランドのことわざ・バベルの塔 61000-6
カシュ・ヤーノシュ編　早稲田みか訳
A5判/104頁/2300円（1988.9）
中世のフランドル地方の農民の日常生活や子ども
たちの姿を描き，正義がひっくりかえった社会を
告発する絵と解説でブリューゲルの世界へ案内．

偉大なる漫画家　オノレ・ドーミェ
 61044-0
ロートン著　若桑みどり，福間加容訳
B4判変型/208頁/8000円（1997.11）
従来のドーミェ研究の枠をこえ，版画・水彩画・油
彩画・彫刻作品を相互に関連づけて分析．芸術家
ドーミェの全体像を描ききった大作．

レオナルド・ダ・ヴィンチ
芸術と科学を越境する旅人 60048-9
マーティン・ケンプ著　藤原えりみ訳
46判/304頁/2800円（2006.11）
レオナルドにとってモナ・リザと飛行機械は，な
ぜ同じものであったのか．芸術・科学・技術を横断
する天才の思想と生涯を鮮やかに解明する．

めぐりあうものたちの群像
戦後日本の米軍基地と音楽1945‒1958 52086-2
青木深著
46判/608頁/5200円（2013.3）
見過ごされてきた米軍将兵の滞日経験に肉迫する，
12年の歳月をかけて結実した画期的な戦後史／
ポピュラー音楽研究にして，瞠目すべき記録文学．

数と音楽
美しさの源への旅 44064-1
坂口博樹著　桜井進数学監修
46判/192頁/1500円（2016.4）
音楽の中には数学がひそんでいる!?リズムと分数，
和音と整数比の関係など驚きの発見が満載．ロン
グセラー『音楽と数学の交差』の第２弾．

音楽と数学の交差
 44038-2
桜井進・坂口博樹著
46判/208頁/1800円（2011.5）
音楽と数学の関係を，音響理論等の単純な裏付け
として考えるのではなく，宇宙や無限，生きると
いうことに関わらせて捉え直す．

音の不思議をさぐる
音楽と楽器の科学 44025-2
C・テイラー著　佐竹淳，林大訳
46判/352頁/3600円（1998.3）
著者は物理学者．イギリス王立研究所のクリスマ
ス講演での，大勢の聴衆に好評を博した実演と講
義をもとに，音楽と楽器の科学を語りかける．

七つの子　野口雨情歌のふるさと
（大月ＣＤブック） 61023-5
古茂田信男著
菊判変型/168頁/4000円（1992.4）
今なお人気のある雨情の作品と生涯を描いた決定
版．「七つの子」「しゃぼん玉」「船頭小唄」など19
の代表作を挿絵入りで解説，紹介．

ビリー・ホリデイと《奇妙な果実》
“20世紀最高の歌”の物語 61210-9
デーヴィッド・マーゴリック著　小村公次訳
46判/208頁/2000円（2003.4）
黒人がリンチを受けるさまを歌う「奇妙な果実」．
人気絶頂のビリー・ホリデイがなんとこの歌を歌
い始めた．ビリーの歌が人々に与えた衝撃を追跡．

おしゃべりなパントマイム
表現力10倍，勇気100倍！  61062-4
カンジヤマ・マイム著
46判/192頁/1500円（1994.2）
日本ではじめてのパントマイムの本．「この本はパ
ントマイムの教則本であると同時に，生き方を楽
しむ本でもある」と永六輔氏が激賞．

伊丹万作とその系譜
異才たちの日本映画史 61232-1 
吉村英夫著
46判/352頁/2600円（2015.9）
伊丹万作を軸に志賀直哉，小津安二郞，黒澤明，
橋本忍，竹内浩三，野上照代，山田洋次ら，伊丹
の周辺をめぐる人間模様を描きだす．

ミニシアター巡礼
 61226-0
代島治彦著
46判/336頁/2500円（2011.9）
ミニシアターの閉館が相次いでいる．しかしその
苦境のなか，“あの暗闇”を守る人たちがいる！ 
全国12の映画人を訪ねる出会いと対話の旅．

王と鳥
スタジオジブリの原点 61219-2
高畑勲，大塚康生，叶精二，藤本一勇著
46判/96頁/1500円（2006.7）
気をつけたまえ．この国は今，罠だらけだからな．
フランスのアニメーション映画「王と鳥」が現代
に放つ警告とは．作品の魅力を介して考える．

映画のなかのメディア
映画の“輝き”テレビの“闇” 33040-9
加藤久晴著
A5判/160頁/1800円（2002.10）
主にビデオ化されている映画作品を使って展開さ
れる，わかりやすく，おもしろいメディア・現代
ジャーナリズム・映像論．

老いてこそわかる映画がある
シニアのための映画案内 61213-0
吉村英夫著
A5判/160頁/1600円（2004.6）

「老いと死」「豊かな老後」「介護と家族」をキーワ
ードにした50本の映画と，熟年映画ファンには
たまらない「なつかしの名画」50本を紹介．
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山田洋次と寅さんの世界
困難な時代を見すえた希望の映画論 61227-7
吉村英夫著
46判/272頁/1800円（2012.7）
究極の山田洋次賛歌の書．『男はつらいよ』という
映画が，社会と時代の困難に対して，なんらかの
力をもちうることを教えてくれる．

山田洋次×藤沢周平　『たそがれ清兵衛』
『隠し剣鬼の爪』にみる時代劇の新境地 61215-4
吉村英夫著
A5判/176頁/1300円（2004.10）
小説のシナリオ化，演出技法や作品性，そして黒
澤明が描いたヒーローに対する山田洋次の生活
者・純愛，山田時代劇の魅力と独創性を語る．

藤沢周平 とっておき十話
 61225-3
藤沢周平著　澤田勝雄編
46判/208頁/1500円（2011.4）
少年時代，家族，作家人生，文学と政治などを語
った未公刊文書．和子夫人，長女・展子氏のエッ
セイも収録し新たな作家像をつむぐ．

あきらめない映画　山形国際ドキュメ
ンタリー映画祭の日々   　　61229-1
山之内悦子著
46判/288頁/2000円（2013.9）

「アジア初の国際ドキュメンタリー映画祭」とし
て知られるヤマガタの魅力を，臨場感とユーモア
にとむ筆致でたっぷりと綴る．崔洋一氏推薦．

浦安　元町1975－1983
黒田勝雄写真集 62025-8
黒田勝雄著
B5判/96頁/2800円（2009.8）
山本周五郎『青べか物語』の余韻を残した町並が
残る元町，堀江，猫実，当代島を中心に，変化す
る町を表現する貴重な写真集．

追い風の女たち
女性文学と戦後 60031-1
山本千恵著
46判/240頁/1748円（1992.5）
50余の女性文学作品をとりあげ，戦後45年余の
女たちの実像を描く．女性の戦後世界を女性文学
というプリズムを通して鳥瞰する．

僕の知っていたサン=テグジュペリ
 60050-2
レオン・ウェルト著　池澤夏樹巻頭エッセイ
藤本一勇訳　46判/208頁/2000円（2012.9）

『星の王子さま』を捧げられたウェルト．ふたつ
の世界大戦のはざまで出会い，深い友情で結ばれ
たふたりの「魂の共鳴」が静かに響く．

デイヴィッドの物語
 60051-9
ゾーイ・ウィカム著　くぼたのぞみ訳
46判/392頁/3200円（2012.11）
南アフリカ解放闘争の内幕をゴシック／ミステリ
ータッチで描く，圧倒的なナラティヴ・ヒストリ
ー．J・M・クッツェー絶賛の傑作長編！

エル・ネグロと僕
剝製にされたある男の物語 60049-6
フランク・ヴェスターマン著　下村由一訳
46判/304頁/2400円（2010.8）
田舎町の博物館で出会った黒人の剝製〈エル・ネ
グロ〉．人間が標本とされていることに衝撃を受
けた青年は，その足跡を辿る旅に出た．

はてしなき荒野
 60039-7
ギュンター・グラス著　林睦實，市川明，石井正人訳
46判/960頁/6800円（1999.11）
時空の枠組みを自在に越えて舞台は回る．グラス
の力業が，巧妙な仕掛けと罠に満ちた新しい文学
世界を開く．

ルポルタージュは世界を動かす
ジョン・リードから現代へ 33021-8
松浦総三，柴野徹夫，村山淳彦，内野信幸著
A5判/200頁/1553円（1990.4）
ルポのフロンティア，ジョン・リードの生き方，
20世紀の激動を描いた作家たちとその作品群の
軌跡，そして現代作家たちの仕事・ルポ論を検証．

獄中から
 88310-3
金芝河著　井出愚樹編訳
国民文庫/200頁/300円（1977.2）
軍事独裁政権の弾圧で裁判にかけられた詩人金芝
河の公判陳述，獄中メモ，母の痛切な訴えなどを
収める．抑圧の非人間性を告発する感動の書．

戦争を描くリアリズム
石川達三・丹羽文雄・田村泰次郎を中心に　61231-4
尾西康充著
46判/160頁/2800円（2014.12）
小林多喜二の虐殺とプロレタリア文学運動の崩壊
後，作家たちはどのようなリアリズムをもって日
本社会や戦争を描こうとしたのか．

小林多喜二の思想と文学
貧困・格差・ファシズムの時代に生きて　　  61228-4
尾西康充著
46判/336頁/2800円（2013.9）
同時代の作家との交流や当時のマルクス主義の影
響など，作家的主体の形成プロセスと思想的深化
を克明に描き出す．

水素よ，炉心露出の詩
三月十一日のために 43095-6
藤井貞和著
46判/176頁/1800円（2013.7）

「絶対零度」の冷たさが被災地をいま追い詰めて
いる．忘却しえないはずの哲学がわれわれを見捨
てようとしていないか．現代詩人の〈抗う言葉〉．
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単位の歴史
測る・計る・量る 44037-5
イアン・ホワイトロー著　冨永星訳
A5判/256頁/2800円（2009.5）
自分のからだの一部や自然界のものが物差し代わ
りに使われ，やがて国や地域によってさまざまな
単位系がつくられ統一されていく．

知られざる宇宙
海の中のタイムトラベル 44036-8
フランク・シェッツィング著　鹿沼博史訳
46判/656頁/3800円（2007.8）
この本は教科書ではない．これはスリラー小説
だ！海のふしぎと驚異を壮大なスケールとユーモ
アで描く型破りのノンフィクション．

失われた発見　バビロンからマヤ文明にいたる
近代科学の源泉 44033-7
ディック・テレシ著　林大訳
A5判/432頁/3800円（2005.6）
数学・天文学・宇宙論・物理学・地質学・化学・技術各
分野における西洋に先駆けた科学史上の大発見を
古代，中世の非西洋圏の実例とともに紹介．

アインシュタインは語る
 43051-2
アリス・カラプリス編　林一訳
46判変型/296頁/1900円（1997.2）
魅力あふれるアインシュタインの言葉をよりすぐ
り，テーマ別に編集．人生，科学，宗教…．読書
の悦びを満たしてくれる一冊．

増補新版 アインシュタインは語る
 43068-0
アリス・カラプリス編　林一，林大訳
46判/480頁/3500円（2006.8）
22カ国語に翻訳されたベストセラーに300の引用
を大増補．恋人，科学者，哲学者，老いた独身者
としての多面的な人物像を明らかにする．

早わかり アインシュタインの宇宙
 44034-4
マルティン・コルネリウス著　岡田信弘訳
46判/136頁/1500円（2005.6.17）
難しい公式や計算抜きにアインシュタインの相対
性理論を説明．この本を読む人は，読み終わった
あとにはずっと賢くなっているだろう．

自
然
科
学

オックスフォード 科学の肖像  全21冊
オーウェン・ギンガリッチ編集代表
46判/頁不同/価不同（2010.9～2011.4）
トップレベルの科学者が贈る10代から大人のた
めの伝記シリーズ．入門書として最適な知識と写
真・図版で伝える魅力あふれる人物像．

ダーウィン
世界を揺るがした進化の革命 44041-2
レベッカ・ステフォフ著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2007.2）
たった１か月のガラパゴス諸島滞在が，その後の
世界を大きく変えた．『進化論』発表までの思考の
過程と激しい論争，そして現代への遺産とは．

アインシュタイン
時間と空間の新しい扉へ 44042-9
ジェレミー・バーンスタイン著　林大訳
46判/264頁/2300円（2007.3）
革命的な理論，魅力あふれる人物像と生涯をコン
パクトにまとめる．影響を受けた物理学の先駆者
たちの思想にも触れ，科学への深い興味を誘う．

ガリレオ・ガリレイ
宗教と科学のはざまで 44043-6
ジェームズ・マクラクラン著　野本陽代訳
46判/168頁/1800円（2007.5）
アリストテレスの伝統から物理学を解き放ったガ
リレオの生涯と業績．当時の社会，宗教や政治の
状況，後の科学・思想に及ぼした影響も解説．

エンリコ・フェルミ
原子のエネルギーを解き放つ 44044-3
ダン・クーパー著　梨本治男訳
46判/168頁/1800円（2007.7）
世界初の原子炉を完成させたフェルミ．多くの物
理学者との連携，ロスアラモスでの生活，政治と
の関わりにもふれながら描く評伝．

マリー・キュリー
新しい自然の力の発見 44045-0
ナオミ・パサコフ著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2007.9）
世界初，二度のノーベル賞受賞．新資料をもとに，
多くの科学者との交流，歴史的背景にもふれなが
ら，いきいきと描く新しい評伝．

マイケル・ファラデー
科学をすべての人に 44046-7
コリン・A・ラッセル著　須田康子訳
46判/168頁/1800円（2007.12）

『ロウソクの科学』として今も読みつがれるクリ
スマス講演など市民や子ども向け科学講演の基礎
を築いた，最大の実験科学者の評伝．

フロイト
無意識の世界への探検 44047-4
マーガレット・マッケンハウプト著　林大訳
46判/216頁/2100円（2008.2）
科学に対するフロイトの貢献とは何だったのか．
心理学のみならず幅広い分野で影響力を持ちつづ
けるフロイトのわかりやすい評伝．
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メンデル
遺伝の秘密を探して 44048-1
エドワード・イーデルソン著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2008.4）
修道院で植物の交配実験を行い，メンデルの法則
を導き出した修道士メンデル．その業績を現在と
のかかわりに触れながら伝える．

パヴロフ
脳と行動を解き明かす鍵 44049-8
ダニエル・Ｐ・トーデス著　近藤隆文訳
46判/168頁/1800円（2008.7）

「条件反射」「パヴロフの犬」という言葉で知られ
るパヴロフの生涯をロシア革命前後の社会状況や
政府との関係とともに描く新しい評伝．

ウィリアム・ハーヴィ
血液はからだを循環する 44050-4
ジョール・シャケルフォード著　梨本治男訳
46判/200頁/2000円（2008.9）
実験による科学的論証で血液の体内循環を証明．
ルネサンスまでつづいたヒト生理学を覆し現代科
学のルーツを築いたハーヴィの評伝．

コペルニクス
地球を動かし天空の美しい秩序へ 44051-1
O・ギンガリッチ，J・マクラクラン著　林大訳
46判/192頁/2000円（2008.11）
司祭として多忙な日々のなか，わずかな余暇を天
文学の研究に費やし，完成した自らの本を死の床
で目にしたコペルニクスの新しい評伝．

マーガレット・ミード
はるかな異文化への航海 44052-8
ジョーン・マーク著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2009.1）
20代で脚光を浴び，固定観念や偏見，自分たち
の文化がすぐれているのがあたり前という考え方
に挑戦しつづけた人類学者ミードの評伝．

エジソン
電気の時代の幕を開ける 44053-5
ジーン・アデア著　近藤隆文訳
46判/208頁/2000円（2009.4）
最新設備と有能な人材を集めて研究所を設立し技
術革新の組織的追求システムを構築．電力・音楽・
映画産業を創出したエジソンの評伝．

チャールズ・バベッジ
コンピュータ時代の開拓者 44054-2
ブルース・コリアー著　須田康子訳
46判/184頁/2000円（2009.6）
現在「コンピュータの父」と呼ばれるバベッジ．
つねに科学を社会に役立てようとしたバベッジの
真の業績をわかりやすく伝える評伝．

アーネスト・ラザフォード
原子の宇宙の核心へ 44055-9
Ｊ・Ｌ・ハイルブロン著　梨本治男訳
46判/216頁/2200円（2009.8）
第一次世界大戦を期に一大事業に変貌した物理学．
その中心にいた各国の科学者たちの姿とともに描
く，「原子物理学の父」の評伝．

ニュートン
あらゆる物体を平等にした革命 44056-6
ゲイル・E・クリスティアンソン著　林大訳
46判/240頁/2400円（2009.12）
ライプニッツとの微積分法の発見をめぐる熾烈な
争いのほか，多くの衝突，宗教観，錬金術……業
績とその人間像にいきいきと迫る．

ヨハネス・ケプラー
天文学の新たなる地平へ 44057-3
ジェームズ・R・ヴォールケル著　林大訳　
46判/208頁/2100円（2010.9）
神聖ローマ帝国数学官としてたび重なる宗教戦争
に翻弄されながらも，「世界の調和」を求め，天文
学に新たな地平を拓いたケプラーの評伝．

ルイ・パスツール
無限に小さい生命の秘境へ 44058-0
ルイーズ・E・ロビンズ著　西田美緒子訳
46判/216頁/2200円（2010.12）
20世紀半ばまで「人類を病から救った最も偉大
な恩人」として英雄視されていたパスツールの業
績と生涯を現代の視点を織りこんで描いた評伝．

ライナス・ポーリング
科学への情熱と平和への信念 44059-7
トム・ヘイガー著　梨本治男訳
46判/216頁/2200円（2011.2）
ノーベル化学賞を受賞する一方，FBIの監視や
様々な圧力を受けながら反核・反戦の活動をつづ
け，ノーベル平和賞を受賞したポーリングの評伝．

グラハム・ベル
声をつなぐ世界を結ぶ 44060-3
ナオミ･パサコフ著　近藤隆文訳
46判/200頁/2000円（2011.4）
電話の発明者として知られる一方，自らは聴覚障
害者と耳の聞こえる人たちとの交流を阻む壁を破
ることを目標にかかげていたベルの業績と生涯．

クリックとワトソン　生命の宇宙への船出
 44061-0
エドワード･イーデルソン著　西田美緒子訳
46判/168頁/2000円（2011.6）
ふたりの名を科学史に刻んだDNAの二重らせん
構造の解明．欠くことのできない多くの科学者た
ちの業績とともに綴る生命の秘密をめぐる物語．

土のはなし
（科学全書17） 40117-8
岩田進午著
B6判/208頁/1600円（1985.5）
土とは何か．土なしには植物は育たない．土の秘
密は，多様な成分と巧妙な構造にある．土の不思
議，魅力，しくみを紹介．

超流動から超伝導へ
（科学全書39） 40149-9
渡辺昴著
B6判/192頁/1456円（1991.8）
20世紀初頭に発見された超流動と超伝導．これ
こそ，ふつうは姿を見せない量子論の世界の動か
ぬ証拠だった．謎はどう解かれたか？
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■ア■

40669-2 愛（考える絵本9） ………………………… 59
31047-0 ＩＬＯの創設と日本の労働行政 ……… 24
36068-0 愛することからはじめよう …………… 47
61234-5 愛の不等辺三角形 ……………………… 3
54035-8 愛よ知よ永遠なれ　全4巻 ……………… 9
44042-9 アインシュタイン（オックスフォード科学の　

肖像） ……………………………………… 85
44034-4 ［早わかり］アインシュタインの宇宙 …… 85
43068-0 ［増補新版］アインシュタインは語る …… 85
43051-2 アインシュタインは語る ……………… 85
40900-6 赤ちゃんの発達のふしぎ　全3巻 ……… 41
21105-0 赤ペンチェック　自民党憲法改正草案 … 22
21086-2 明仁さん，美智子さん，皇族やめませんか 22
40665-4 悪（考える絵本5） ………………………… 58
61229-1 あきらめない映画　山形国際ドキュメン　

タリー映画祭の日々 …………………… 84
15023-6 アグリビジネスと契約農業 …………… 29
60034-2 葦折れぬ 追想 …………………………… 79
36023-9 アシスタンス・ドッグ …………………… 32
41197-9 明日の授業に使える小学校家庭科 …… 46
40590-9 明日の授業に使える小学校国語　全3冊 44
 明日の授業に使える小学校社会科　全5冊 43
 明日の授業に使える中学校社会科　全3冊 43
41209-9 アスペルガーと呼ばれるあなたへ …… 47
41186-3 アスペルガーの子のためのワークブック … 47
 ［ビデオ］あそびの中にみる1歳児～6歳児 41
97027-8 ［ビデオ］あそびの中にみる子どもたち … 41
35033-9 アップタウン・キッズ …………………… 35
40306-6 アトピー対策最新事情（子育てと健康シリ　

ーズ6） ……………………………………… 50
33064-5 あなたの知らないカビのはなし ……… 76
33063-8 あなたの知らない細菌のはなし ……… 76
33048-5 あなたの知らないミミズのはなし …… 76
44055-9 アーネスト・ラザフォード（オックスフォード　

科学の肖像） ………………………………… 86
36084-0 安倍医療改革と皆保険体制の解体 …… 20
41178-8 安倍流「教育改革」で学校はどうなる 42
53042-7 アメリカと戦争 1775－2007 …………… 17
40802-3 アメリカは変われるか？（クレスコファイル2） 35
33073-7 あれからの日々を数えて ……………… 36
43061-1 アーレントとマルクス ………………… 9

■イ■

52089-3 「慰安婦」バッシングを越えて ………… 14

36066-6 医学とエンゲルス ……………………… 32
41158-0 〈生き方〉を創る教育 …………………… 40
36088-8 生きたかった …………………………… 3
14054-1 イギリスと日本の流通政策 …………… 29
33085-0 戦場ぬ止み（いくさばぬとぅどぅみ） …… 21
36051-2 異質の光 ………………………………… 32
41179-5 いじめ自殺 子どもたちの叫び ………… 43
42017-9 依存症者を治療につなげる …………… 10
61044-0 偉大なる漫画家 オノレ・ドーミェ ……… 83
61232-1 伊丹万作とその系譜 …………………… 83
36048-2 いのち輝く日 …………………………… 32
43089-5 いのちと責任 …………………………… 8
43907-2 〈いのち〉の危機と対峙する（唯物論研究　

年誌第17号） ……………………………… 7
33059-1 いま，逆攻のとき ……………………… 36
41111-5 いま人権教育を問う …………………… 46
33050-8 いま，連帯をもとめて ………………… 36
32035-6 いよいよローカルの時代（ゆっくりノート　

ブック5） …………………………………… 34
21080-0 イラク「人質」事件と自己責任論 …… 22
40321-9 医療的ケアハンドブック（子育てと健康シリ　

ーズ21） …………………………………… 51

■ウ■

44050-4 ウィリアム・ハーヴィ （オックスフォード科学の　
肖像） ……………………………………… 86

33078-2 ウォール街を占拠せよ ………………… 35
41181-8 動けば英語が身にしみる ……………… 46
44033-7 失われた発見 …………………………… 85
36055-0 うつ病を体験した精神科医の処方せん 11
40937-2 海をこえてつながる世界（輪切りで見える！ パ

ノラマ世界史3） …………………………… 55
62025-8 浦安　元町1975－1983 …………………… 84

■エ■

33040-9 映画のなかのメディア ………………… 83
15028-1 英国電気通信事業成立史論 …………… 29
14044-2 永続経済と協同組合［第2版］ …………… 30
32033-2 エコとピースの交差点（ゆっくりノート　　

ブック3） …………………………………… 34
44053-5 エジソン（オックスフォード科学の肖像） … 86

書名索引
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41185-6 ADHDの子のためのサポートブック … 47
30182-9 越境する労働と〈移民〉（労働再審2） …… 24
50080-2 絵で読む日本の歴史　全7冊 …………… 72
35028-5 ＡＶ神話 ………………………………… 33
41175-7 ［おじいちゃんの出番！］絵本で楽しむ孫育て 

 …………………………………………… 52
40850-4 絵本 子どもたちの日本史　全5巻 ……… 57
40680-7 絵本 日本女性史　全4巻 ………………… 72
60049-6 エル・ネグロと僕 ………………………… 84
41154-2 LDの子のためのガイドブック ………… 47
44044-3 エンリコ・フェルミ（オックスフォード科学　

の肖像） …………………………………… 85

■オ■

60031-1 追い風の女たち ………………………… 84
40951-8 おいしい根っこ（根っこのえほん１） …… 5
61213-0 老いてこそわかる映画がある ………… 83
53040-3 黄金の川 ………………………………… 18
61219-2 王と鳥　スタジオジブリの原点 …………… 83
41150-4 お～い父親　PartⅡ夫婦篇 ……………… 49
43076-5 大江満雄論 ……………………………… 10
40938-9 大きく動きだす世界（輪切りで見える！　 パ

ノラマ世界史4） …………………………… 55
40955-6 大きな木の根っこ（根っこのえほん５） … 5
33083-6 大間・新原発を止めろ …………………… 37
40307-3 おかしいぞ子どものからだ（子育てと健康　

シリーズ7） ………………………………… 50
41215-0 お金の心配をさせない学校づくり …… 42
61147-8 オカリナをつくる（子どもとつくる47） … 81
30169-0 小川政亮著作集　全8巻 ………………… 31
35051-3 沖縄ジェンダー学1 ……………………… 33
35052-0 沖縄ジェンダー学2 ……………………… 33
35053-7 沖縄ジェンダー学3 ……………………… 4
52082-4 沖縄戦が問うもの ……………………… 13
36081-9 沖縄戦と心の傷 ………………………… 13
52067-1 沖縄戦と民衆 …………………………… 13
41171-9 沖縄に学ぶ子どもたち ………………… 44
61003-7 小黒三郎の組み木 ……………………… 80
40415-5 ＯＣＤ（わかって私のハンディキャップ1） 54
44030-6 おしえて，アインシュタイン博士 …… 77
40618-0 教えて！哲学者たち　上 ……………… 3
40619-7 教えて！哲学者たち　下 ……………… 3
61153-9 押し花ランド（子どもとつくる53） ……… 81
35035-3 おしゃべり・雑談の政治哲学 …………… 10
61062-4 おしゃべりなパントマイム …………… 83
33017-1 尾瀬は病んでいる ……………………… 35
 オックスフォード科学の肖像　全21冊 … 85
42013-1 男が暴力をふるうのはなぜか ………… 10
40298-4 おとしよりをささえる（おばあちゃん、　お

じいちゃんを知る本4） …………………………………… 54
41168-9 大人も読みたい子どもの絵本 ………… 47
44025-2 音の不思議をさぐる …………………… 83
40294-6 おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　　

全4巻 ……………………………………… 54

88590-9 おはなし上手は子育て上手 …………… 52
40304-2 おむつのとれる子，とれない子（子育てと　

健康シリーズ4） …………………………… 50
36028-4 おもしろい歯のはなし60話 …………… 80
40920-4 親子でつくる自然エネルギー工作　全4巻 55
41144-3 改訂新版 親子で見直すエチケット ……… 79
43093-2 降りる思想 ……………………………… 8
33057-7 オルタナティブ・メディア ……………… 34
44038-2 音楽と数学の交差 ……………………… 83
61222-2 温泉論 …………………………………… 80
62004-3 ［写真集］女たちの昭和史 ……………… 13

■カ■

61058-7 海外トレッキング入門 ………………… 80
36062-8 買物難民 ………………………………… 31
36060-4 カウンセリングで何ができるか ……… 11
61069-3 科学あそび大図鑑 ……………………… 77
61087-7 ［続］科学あそび大図鑑 ………………… 77
43030-7 科学的認識の理論 ……………………… 10
40570-1 化学の物語　全6巻 ……………………… 65
23019-8 格差国家アメリカ ……………………… 19
21096-1 格差社会から成熟社会へ ……………… 23
43078-9 格差とイデオロギー …………………… 22
52054-1 学童集団疎開史 ………………………… 13
41152-8 ［入門ガイド］学童保育指導員 …………… 53
 ［シリーズ］学童保育　全5巻 …………… 53
41204-4 学力の社会科学 ………………………… 39
33090-4 風かたか ………………………………… 3
44064-1 数と音楽 ………………………………… 83
54045-7 カストロ ………………………………… 18
40942-6 風はどこから吹いてくる（そもそもなぜをサ

イエンス２） ………………………………… 5
40712-5 家族や周囲にどう伝える？（わたしらしく、

LGBTQ ２） ………………………………… 6
43081-9 月愛三昧 ………………………………… 10
41202-0 学校から見える子どもの貧困 ………… 42
41093-4 学校ってすてたもんじゃない ………… 42
40641-8 学校のトラブル解決シリーズ　全7冊 … 63
41164-1 家庭科の授業　実習ガイドブック ……… 46
42014-8 悲しみにおしつぶされないために …… 11
 かならずわかるさんすうえほん　全5冊 … 63
52092-3 過熱と揺らぎ（高度成長の時代２） ……… 12
32021-9 カネを乗りこえる（somo-somo双書） …… 79
11117-6 貨幣経済と資本蓄積の理論 …………… 25
40548-0 がまんしないで，性的な不快感（10代の　　

セルフケア8） ……………………………… 61
41228-0 「がまんする力」を育てる保育 ………… 4
40331-8 かみつく子にはわけがある（子育てと健康　

シリーズ31） ……………………………… 51
61135-5 紙パックでつくる（子どもとつくる35） … 81
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35026-1 「セックスワーカー」とは誰か ………… 33
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52078-7 戦争犯罪の構造 ………………………… 13
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ブック1） …………………………………… 34

■タ■
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ケア10） …………………………………… 61
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40090-4 台所のかがく　全3巻 …………………… 73
33075-1 「大量失業社会」の労働と家族生活 …… 24
15034-2 台湾経済の構造と展開［第2版］ ………… 28
44041-2 ダーウィン（オックスフォード科学の肖像） 85
36020-8 ［Ｑ＆Ａ］ダウン症児の療育相談 ……… 47
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問題　全3巻 ……………………………… 69
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44037-5 単位の歴史 ……………………………… 85
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40318-9 チックをする子にはわけがある（子育て　
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どす時代へ ……………………………… 35
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30181-2 転換期の労働と〈能力〉（労働再審1） ……… 24
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36064-2 デンマークの高齢者が世界一幸せなわけ 31
41167-2 デンマークの子育て・人育ち …………… 49
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33080-5 ドイツ脱原発倫理委員会報告 ………… 37
41201-3 ドイツにおける男子援助活動の研究 … 46
11120-6 投下労働量計算と基本経済指標 ……… 26
40413-1 統合運動しょうがい（わかって私のハン　デ

ィキャップ6） ……………………………… 54
36058-1 統合失調症とのつきあい方 …………… 11
40310-3 統合保育で障害児は育つか（子育てと健康　

シリーズ10） ……………………………… 50
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21071-8 どうする自治体財政 …………………… 23
41199-3 どうする小学校英語 …………………… 46
 どうする？どうする？ほうしゃせん［図書館版　
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60046-5 動物のいのち …………………………… 9
43098-7 動物倫理入門 …………………………… 7
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40416-2 トゥレット症候群（わかって私のハンディキャッ
プ2） ………………………………………… 50

33067-6 ドキュメント アメリカ先住民 ………… 35
52023-7 ドキュメント真珠湾の日 ……………… 13
61048-8 登山と自然の科学Ｑ＆Ａ ……………… 80
40713-2 トランスジェンダーってなに？（わたしら

しく、LGBTQ ３） ………………………… 6
40460-5 トレボー・ロメインこころの救急箱　全6巻 

 …………………………………………… 66
36083-3 どんなに障害が重くとも ……………… 32
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61221-5 長生きにはわけがある ………………… 79
51008-5 ナショナリズムと民主主義 …………… 22
51006-1 ナショナリズムの歴史と現在 ………… 18
31048-7 国民的最低限（ナショナルミニマム）保障 … 24
40541-1 なぜ自分を傷つけるの？（10代のセルフ　　

ケア1） ………………………………………… 61
41127-6 なぜ「よい子」が暴発するか ………… 43
61023-5 七つの子 野口雨情歌のふるさと（大月CD　

ブック） …………………………………… 83
40880-0 なるほど世界地名事典　全6巻 ………… 56
40650-0 なるほどデータブック　全3巻 ………… 60
40810-8 なるほど日本地名事典　全6巻 ………… 59
52057-2 南京事件と三光作戦 …………………… 14
40390-5 難病の子どもを知る本　全8巻 ………… 68
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62016-6 ［写真集］西陣 ……………………………… 32
30160-7 21世紀のマスコミ　全5巻 ……………… 33
36052-9 2005年日本の福祉 論点と課題 ………… 31
36075-8 日米安保と戦争法に代わる選択肢 …… 4
52103-6 日韓基本条約が置き去りにしたもの … 14
62020-3 日本一の長寿郷 ………………………… 31
52032-9 日本からの世界史 ……………………… 18
52039-8 ［共同研究］日本軍慰安婦 ………………… 14
52046-6 日本軍の化学戦 ………………………… 14
 日本社会の歴史　上下 ………………… 12
21068-8 日本における地方自治の探究 ………… 23
61030-3 日本の近代美術　全12巻 ……………… 82
 日本のビッグ・インダストリー　全8冊 28
 日本のビッグ・ビジネス　全24冊 ……… 29
44101-3 日本の民主教育2016 …………………… 3
40910-5 日本は世界で何番目？　全5巻 ………… 60
44056-6 ニュートン（オックスフォード科学の肖像） 86
41010-1 乳児の発達診断入門 …………………… 41
41211-2 乳幼児健診と心理相談 ………………… 41
40329-5 乳幼児の「かしこさ」とは何か（子育てと　

健康シリーズ29） …………………………… 51
61144-7 人形劇をつくる（子どもとつくる44） …… 81
40663-0 人間（考える絵本3） ……………………… 58
36046-8 人間裁判 ………………………………… 31
40560-2 ［新版］人間と性の教育　全6巻 ………… 46
41165-8 人間の疎外と市民社会のヘゲモニー … 39

36061-1 人間らしく生きるための社会保障運動 32
36089-5 認知症とともに生きる私 ……………… 3
36082-6 認知症になった私が伝えたいこと …… 11
36086-4 認知症の私からあなたへ ……………… 5
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62026-5 ［写真集］ネイティブ・アメリカ ………… 19
 根っこのえほん　全５巻 ……………… 5
41224-2 ネット依存から子どもを守る本 ……… 52
40549-7 眠れない，起きられない（10代のセルフケア9） 

 …………………………………………… 61
40303-5 「寝る子は育つ」を科学する（子育てと健康　
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■ノ■

53031-1 ノアの大洪水 …………………………… 10
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61220-8 脳を元気に保つ暮らし方 ……………… 80
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41223-5 「はう運動あそび」で育つ子どもたち … 51
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36021-5 ［図解百科］はじめての在宅介護 ………… 31
11108-4 はじめて学ぶ金融論［第2版］ …………… 28
11107-7 はじめて学ぶ経済学 …………………… 26
35021-6 ［続］はじめて学ぶジェンダー論 ……… 33
 はじめて学ぶ日本近代史　上下 ……… 13
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14049-7 はじめて学ぶマーケティング 基礎篇 … 29
14048-0 はじめて学ぶマーケティング 応用篇 … 29
40820-7 はじめてよむ童話集　全5巻 …………… 58
41095-8 はだかのいのち ………………………… 47
41232-7 ハタチまでに知っておきたい性のこと 48
41237-2 ハタチまでに知っておきたい性のこと 第２版 3
35029-2 働く女性とマタニティ・ハラスメント … 33
41210-5 ［入門ガイド］発達障害児と学童保育 …… 53
40330-1 発達障がい児の保育とインクルージョン　

（子育てと健康シリーズ30） ………………… 51
 ［ビデオ］発達診断の実際　全8巻 ……… 40
60039-7 はてしなき荒野 ………………………… 84
21114-2 バーニー・サンダース自伝 ……………… 4
41172-6 「パパ権」宣言！ ………………………… 49
61143-0 針と糸でつくる（子どもとつくる43） …… 80
61149-2 春夏秋冬自然とつくる（子どもとつくる49） 

 …………………………………………… 81
21098-5 ハロー，僕は生きてるよ。 ……………… 22
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40664-7 美（考える絵本4） ………………………… 58
15037-3 東アジア経済論 ………………………… 27
20071-9 東アジア・北東アジア（〈南〉から見た世界1） 19
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16020-4 非営利法人・団体と労働組合の会計と　　
税務Q&A ………………………………… 30

33069-0 東日本大震災からの復興まちづくり … 36
40430-8 びっくり，ふしぎ写真で科学　全6巻 … 64
40547-3 PTSD ってなに？（10代のセルフケア7） … 61
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イエンス３） ………………………………… 5
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36030-7 病気とケガのタネあかし　全6巻 ……… 69
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40419-3 不安しょうがい（わかって私のハンディキャ
ップ5） ……………………………………… 54

61151-5 ファンタジー・バルーン（子どもとつくる51） 81
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35023-0 フィリピンの少女ピア ………………… 33
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変容 ……………………………………… 47
53035-9 封印されたホロコースト ……………… 17
61160-7 フェイス・ペインティング（子どもとつくる60） 

 …………………………………………… 81
00535-2 フォイエルバッハ論（マルクス・フォー・ビ　
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35042-1 不可視の性暴力 ………………………… 4
31049-4 福祉国家型地方自治と公務労働 ……… 23
36074-1 福祉国家型財政への転換（新福祉国家構想4） 

 …………………………………………… 19
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61225-3 藤沢周平 とっておき十話 ……………… 84
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21093-0 普通の国になりましょう ……………… 21
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41207-5 不登校セラピー ………………………… 48
11118-3 不平等と再分配の新しい経済学 ……… 26
33054-6 フランス ジュネスの反乱 ……………… 35
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教育誌『クレスコ』
（月刊）

クレスコ編集委員会・
全日本教職員組合（全教）編
B5判/各48頁/各476円

№183　2016年6月号（2016.5） 79383-9
特集＝いまこそ平和について語ろう

№184　2016年７月号（2016.6） 79384-6
特集＝学習指導要領改訂のねらいと問題点

№185　2016年８月号（2016.7） 79385-3
特集＝子ども・学校・地域のつながりから学校統廃合を考える
 
№186　2016年９月号（2016.8） 79386-0
特集＝子どもの豊かな成長のために　ゼロ・トレランスを問う

№187　2016年10月号（2016.9） 79387-7
特集＝教師の専門職性を問い直す

№188　2016年11月号（2016.10） 79388-4
特集＝子どもたちに豊かな放課後を

№189　2016年12月号（2016.11） 79389-1
特集＝いま問われる「道徳の教科化」

№190　2017年１月号（2016.12） 79390-7
特集＝学力テスト体制で歪められる学校

№191　2017年２月号（2017.1） 79391-4
特集＝待ったなし！ 子どもの貧困

№192　2017年３月号（2017.2） 79392-1
特集＝東日本大震災から６年

№193　2017年４月号（2017.3） 79393-8
特集＝教師になったあなたへ2017

№194　2017年５月号（2017.4） 79394-5
特集＝ジェンダー平等と教育の課題

『放送レポート』
（隔月刊）

メディア総合研究所編
B5判/各80頁/各476円

№261　2016年７月号（2016.6） 78039-6
特集＝被災五年で考える　福島の現在と未来 

№262　2016年９月号（2016.8） 78040-2
特集＝参院選とテレビ

№263　2016年11月号（2016.10） 78041-9
特集＝高市発言への曲がりくねった道

№264　2017年１月号（2016.12） 78042-6
特集＝オリンピックと原発・震災リスク

№265　2017年３月号（2017.2） 78043-3
特集＝年末年始テレビ総点検！

№266　2017年５月号（2017.4） 78044-0
特集＝高市「停波」発言を許すな！

『季刊 自治と分権』
（1・4・7・10月刊）

自治労連・
地方自治問題研究機構編
A5判/各128頁/各1000円

№64　2016年夏号（2016.7） 79164-4
特集＝憲法と地方自治―地方自治制度施行70年

№65　2016年秋号（2016.10） 79165-1
特集＝公共サービスの「産業化」を問う
　　
№66　2017年冬号（2017.1） 79166-8
特集＝地域経済と自治体の役割

№67　2017年春号（2017.4） 79167-5
特集＝現代の貧困と子どもの育ち

定期刊行物
（2016年５月～
 2017年４月）
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エンゲルス著／寺沢恒信他訳 550円（1966.5） 80020-9

草木染めの世界
村上道太郎著 3786円（1990.2） 61019-8
くすりの常識　国民文庫843
太田秀著 505円（1979.9） 88430-8

組合運動の新展開（労働問題実践シリーズ6）
大木一訓，伊藤欽治他編 1456円（1990.12） 30006-8
暮らしのことばと心
寿岳章子著 1456円（1980.5） 60017-5
クリスマスツリーをつくる（子どもとつくる20）
原山堯子著 1600円（1987.10） 61120-1

〈教え〉から〈学び〉への授業づくり9
近藤邦夫他編 2000円（1997.11） 40269-4
小田実のアジア紀行
小田実著 1500円（2003.10） 21077-0
踊りに生きる 三人三踊
小林紀子，芙二三枝子，花柳千代著 2000円（1987.7） 61006-8
オノレ・ドーミェ 偉大なる漫画家
ブルース・ロートン著 8000円（1997.11） 61044-0
オフィスにもちこまれる性　セクシュアル・ハラスメントの探究
杉井静子，村瀬幸浩著 1408円（1990.9） 33022-5
新版 親子で楽しむ博物館ガイド 首都圏 PART1
科学読物研究会編 1456円（1993.6） 61059-4
新版 親子で楽しむ博物館ガイド 首都圏 PART2 
科学読物研究会編 1456円（1993.6） 61060-0
親子で楽しむ博物館ガイド［関西版］
大阪科学読物研究会編 1456円（1994.6） 61061-7
折り紙ブロックでつくる（子どもとつくる16）
佐藤芳夫著 1600円（1987.6） 61116-4
女と男の21世紀　北京から日本へ
小宮山洋子著 1500円（1996.11） 35015-5
外国語のすすめ
奥村剋三編 1600円（1986.6） 60024-3
外国人労働者の人権
行財政総合研究所編 2233円（1990.11） 31026-5
介護保険はどう見直すべきか
増子忠道著 1400円（2002 .9） 36041-3
「会社主義」と税制改革
内山昭著 3204円（1996 .3） 11087-2
画家 大月源二の世界　いまに生きる歴史の証
刊行委員会編 13333円（2005.2） 97054-4
新版 科学論（下） 国民文庫833b
井尻正二著 680円（1977.5） 88332-5

核言集　塩田庄兵衛，井出洋，安齋育郎編著
  1301円（1989.6） 21053-4
核時代の国家秘密法
上田誠吉著 1500円（1987.1） 24011-1
核のボタンに手をかけた男たち
シェル著 2600円（1998.12） 21065-7
格闘としての裁判
坂本修，坂本福子著 2718円（1996.1） 31033-3
核兵器と核戦争（科学全書１）
服部学著 1456円（1982.6） 40101-7
学問と創造のはたらき
杉田元宜著 1300円（1979.4） 43020-8
学力と新自由主義　「自己責任」から「共に生きる」学力へ
佐貫浩著 2500円（2009.2） 41200-6
化石の世界
井尻正二，秋山雅彦編著 1748円（1992.9） 44022-1
語りあい見せあい大学授業　小さな大学の大きな挑戦
和光大学授業研究会著 2136円（1996.5） 41088-0
学区制度と学校選択
三上和夫著 9000円（2002.2） 41136-8
学校選択の自由化をどう考えるか
池上洋通，久冨善之，黒沢惟昭著 1400円（2000.8） 41125-2
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グローバリゼーション下の苦闘 （〈南〉から見た世界6）
木畑洋一編 2500円（1999.7） 20076-4
グローバリゼーションとIMF・世界銀行
毛利良一著 3800円（2001.2） 15031-1
グローバリゼーションと世界の農業
中野一新，岡田知弘編 3000円（2007.8） 14055-8
経営経済学入門
上林貞治郎著 1600円（1985.3） 16003-7
経営のヒント 実践集
岩井義照著 1359円（1993.1） 16009-9
経済学と弁証法
平野喜一郎著 2200円（1978.12） 11026-1
経済・経営系学生のためのエクセル入門
角谷新一，西山賢一，御園謙吉著 1500円（1998.4） 11091-9
経済政策論
北野正一著 3689円（1995.5） 11084-1
ゲーテ　ファウスト
小西悟訳 9500円（1998.8） 60038-0
健康の自己診断 国民文庫850
篠崎次男編著 400円（1983.8） 88500-8

健康の設計
神山恵三著 505円（1975.12） 88230-4
言語と人間（科学全書9）
尾関周二著 1600円（1983.7） 40109-3
元始，女性は太陽であった　平塚らいてう自伝2 国民
文庫881-2　平塚らいてう著 903円（1992.3） 88812-2

元始，女性は太陽であった　平塚らいてう自伝3 国民
文庫881-3　平塚らいてう著 903円（1992.3） 88813-9

元始，女性は太陽であった　平塚らいてう自伝4 国民
文庫881-4 平塚らいてう著 903円（1992.3） 88814-6

現代アメリカ社会論　階級・人種・エスニシティーからの分析
大塚秀之著 3700円（2001.6） 21072-5
現代会計学　現代社会と企業会計
角瀬保雄，山口孝他編 2301円（1983.3） 16001-3
現代科学の形成と論理　物理科学を中心に
荒川泓，秋間実著 2500円（1979.5） 44005-4
現代企業社会と生涯学習
原正敏，藤岡貞彦編著 2200円（1988.6） 41031-6
現代教育科学入門
教育科学研究会編著 1942円（1990.8） 41037-8
現代教育のキーワード
教育科学研究会編 2500円（2006.5） 41169-6
現代経済システムの位相と展開
鶴田満彦編 2913円（1994.10） 11083-4
現代資本主義の構造分析
大島雄一著 2427円（1991.11） 11069-8
現代『資本論』論争　イギリス･西ドイツ･日本
チェプレンコ著 2699円（1989.12） 11063-6
現代社会主義の会計構造　固定フォンドの計算と管理
森章著  4500円（1983.2） 16004-4
現代社会と科学者　日本科学者会議の15年
日本科学者会議編 3300円（1980.11） 43031-4
現代生協改革の展望　古い協同から新しい協同へ
21世紀生協理論研究会編 2500円（2000.5） 14042-8

現代の技術･職業教育
原正敏著 2300円（1987.1） 41020-0
現代の金融（下）現代日本の金融
熊野剛雄，龍昇吉編 2524円（1992.11） 11074-2
現代の国家独占資本主義（下）
上野俊樹，鈴木健編 2301円（1987.6） 14022-0
現代貿易理論の解明
鈴木重靖編 3000円（1987.2） 14020-6
現代を生きる歴史科学2　
歴史科学協議会編 1500円（1987.5） 50122-0
現代を生きる歴史科学3　
歴史科学協議会編 1500円（1987.8） 50123-0
現場からの中国論　社会主義に向かう資本主義
大西広著 1800円（2009.7） 21100-5
工学的発想のすすめ 国民文庫832
杉田元宜著 505円（1977.3） 88320-2

高校生の本２ 高校って何だ
小島昌夫他著 1214円（1986.12） 40132-1
高校生の本３ 友情・恋愛・人間愛
田中孝彦他著 1214円（1987.10） 40133-8
高校生の本４ 私たちの進路と社会
乾彰夫他著 1214円（1987.1） 40134-5
高校生の本５ 世界のなかの私たち
堀尾輝久他著 1200円（1987.7） 40135-2
高校で何を学ぶか１ 国語と私たち
堀尾輝久他編 1400円（1990.4） 40231-1
高校で何を学ぶか２ 理科と私たち
堀尾輝久他編 1301円（1990.5） 40232-8
高校で何を学ぶか５ 社会科と私たち
堀尾輝久他編 1301円（1990.9） 40235-9
高校で何を学ぶか６ 労働・職業・生活の学習
堀尾輝久他編 1301円（1990.10） 40236-6
こうすれば学校は変わる　新学習指導要領と私たちの提言
汐見稔幸編 1700円（1999.10） 41117-7
更年期をのりきる女性健康手帖
野末悦子著 1262円（1996.3） 36019-2
国際化への空港構想　検証・「臨空都市」の地域再生論
遠藤宏一，森靖雄，山田明編 2718円（1993.6） 15025-0
国際貢献論とアメリカ新戦略　世界の中の日本の針路
岩井忠熊，望田幸男，山口正之編 2427円（1993.8） 21061-9
ここが問題「つくる会」教科書　新版歴史・公民教科書批判
子どもと教科書全国ネット21編 950円（2005.5） 41162-7

子育て新時代の地域ネットワーク　協同と安心の子育てを求めて
増山均編著 2136円（1992.8） 41060-6
子育てと家庭の役割　国民文庫851
和田典子著 505円（1983.9） 88510-7

子育て百科　誕生から思春期まで
田中孝彦，茂木俊彦他編 4200円（1985.7） 41001-9
子どもと病気　国民文庫857
益田総子著 505円（1985.3） 88570-1

子どもにやさしい保育制度を
汐見稔幸，小宮山洋子著 1456円（1994.11） 41081-1
子どもの自立と生活力　国民文庫870
丸岡玲子著 550円（1990.7） 88700-2
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子どもの生活リズム
藤原義隆著 550円（1982.6） 88470-4

子どもの歯と健康　国民文庫858
磯村寿賀人著 505円（1985.3） 88580-0

子ども文化の復権
金田茂郎著 1500円（1987.10） 41025-5
子どもを愛せないとき，愛しすぎるとき
藤井和子著 1500円（1994.6） 32011-0
この目で見たカンボジア
中村梧郎ルポ･写真 1800円（1979.7） 62001-2
資本主義は存続できるか　成長至上主義の破綻
久留間健著 1800円（2003.2） 11102-2
「資本」の方法とヘーゲル論理学
角田修一著 3500円（2005.8） 43067-3
上製版 資本論書簡 全3巻（分売不可）
マルクス，エンゲルス著 15000円（1999.12） 00460-7
資本論への道　マルクスの「資本」概念の発展（1857－1863）
ミュラー著 2300円（1988.2） 11055-1
資料集・コミンテルンと日本１
村田陽一編訳 8500円（1986.5） 50021-5
資料集・コミンテルンと日本２
村田陽一編訳 12000円（1988.5） 50022-2
資料集・コミンテルンと日本３
村田陽一編訳 9500円（1987.3） 50023-9
論点 コメと食管　自由化は絶対か
田代洋一編著 1456円（1994.6） 15026-7
これからの小学校教師（〈教え〉から〈学び〉への授業づくり9）
近藤邦夫，汐見稔幸編 2000円（1997.11） 40269-4
これでいいのか、大学入試
浜林正夫，山口和孝他編 1800円（1998.9） 41105-4
これでよいのかケアマネジメント　実践現場からの提言
大野勇夫他編 1700円（2003.1） 36042-0
再会 ベトナムのダーちゃん
早乙女勝元著 1456円（1992.7） 33027-0
ザ・太鼓　森田拾史郎写真集
森田拾史郎著 15000円（1989.5） 61008-2
酒は風　 「亀の翁」をつくる人びと
英伸三写真／首藤和弘，英愛子文 2000円（1991.11） 60029-8
裁かれる少年たち　少年審判と改正少年法
井上博道著 1500円（2001.5） 41131-3
授業をつくる　（あたらしい歴史教育7）
根岸泉編 2427円（1994.5） 50177-9
自主管理企業と会計　ユーゴスラヴィアの会計制度
谷江武士著 3200円（1988.12） 16007-5
自炊のマニュアル
家庭科教育研究者連盟編 1200円（1991.4）40083-6
思想としての科学教育
田中実著 350円（1978.2） 88380-6

知っているようで知らないメカ表示
グループ・ワン著 1456円（1993.7） 32004-2
失敗しない田舎暮らしの実行計画
吉津耕一著 1500円（1993.10） 32007-3
事典日本労働組合運動史
編集委員会編 2000円（1987.7） 31021-0

児童劇の衣裳をつくる（子どもとつくる24）
中田幸平著 1600円（1989.1） 61124-9
死別の悲しみに向きあう
アティッグ著／林大訳 2000円（1998.11） 36022-2
社会経済学
大野節夫著 2800円（1998.9） 11092-6
社会主義システムの挫折　東欧・ソ連崩壊の意味するもの
重田澄男著 2300円（1994.3） 17010-4
社会的企業とコミュニティの再生　第2版
中川雄一郎著 2800円（2007.5） 21095-4
社会福祉辞典
社会福祉辞典編集委員会編 4800円（2002.10） 36040-6
「弱者」の哲学（科学全書49）
竹内章郎著 1600円（1993.6） 40159-8
ジャパナイゼーションを告発する　アメリカの日系自動
車工場の労働実態　グラハム著 2800円（1997.5） 16014-3
討論･宗教の新生　社会変革へのかかわり
日隈威徳編 1200円（1978.7） 43021-5
十五年戦争期の政治と社会
粟屋憲太郎著 3107円（1995.1） 52035-0
就職・転職・失職（労働問題実践シリーズ1）
大木一訓，伊藤欽治他編 1456円（1990.1） 30001-3
自由について
鰺坂真著 1500円（1984.4） 43015-4
出産と生殖をめぐる攻防　産婆・助産婦団体と産科医の一〇〇年
木村尚子著 4500円（2013.2） 35038-4
ジュニアクッキング おべんとう　コミック版
家庭科教育研究者連盟編 1165円（1990.5） 40065-2
レシピ絵ノート 旬を食べましょ
高橋由為子文と絵 1200円（2002.6） 60045-8
入門ガイド 障害児と学童保育
茂木俊彦 ，野中賢治，森川鉄雄編 1500円（2002.10） 41143-6
障害児を育てる　国民文庫854
茂木俊彦著 550円（1984.8） 88540-4

障害のある人びとと創る人間教育
田中昌人著 2400円（2003.10） 41149-8
使用価値と商品学
河野五郎著 2000円（1984.5） 11048-3
少年の性
奥田継夫著 1400円（1990.9） 41044-6
資料集 初期日本共産党とコミンテルン
村田陽一編訳 9709円（1993.2） 52027-5
知られざる戦争犯罪
田中利幸著 2233円（1993.12） 52030-5
シリーズ・人と仕事5 家づくりの世界
早川和男他編 1500円（1988.6） 30075-4
私立大学を考える その未来と国庫助成
井ヶ田良治，保田芳昭編 1300円（1982.2） 41003-3
人格とイデオロギー
レナード著／茂木俊彦他訳 2500円（1988.3） 41021-7
人権教育をつくる（ 〈教え〉から〈学び〉への授業づくり8）
喜多明人，岩川直樹他編 2000円（1997.10） 40268-7
新・昆虫記　群れる虫たちの世界
ギルバート・ウォルドバウアー著 2200円（2002.2） 44029-0
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新自由主義教育改革　その理論・実態と対抗軸
佐貫浩，世取山洋介編 3600円（2008.3） 41191-7
新北海道物語　失楽のカムイ
平野禎邦写真･文 2233円（1993.6） 62018-0
改訂新版 人民の子
トレーズ著／北原道彦訳 1500円（1978.8） 54015-0
衰退する子どもの人間力　「学級崩壊」にどう対応するか
石田一宏，村山士郎著 1500円（2000.4） 41122-1
過ぎたれど去らぬ日々　わが少女期の日記抄
寿岳章子著 1600円（1981.6） 60018-2
すぐカッとなる人びと　日常生活のなかの攻撃性
ザジック著／眞田孝昭他訳 2200円（2002.3） 42010-0
スターリン極秘書簡　モロトフあて・1925―1936年
リー他編／岡田良之助他訳 5800円（1996.12） 53026-7
スポーツ障害を知る（スポーツを科学する4）
武藤芳照監修 2500円（1996.4） 61084-6
住友財閥形成史研究　幕末･維新期における比較史的考察
中瀬寿一著 8000円（1984.10） 13009-2
性教育ノススメ　下半身症候群からの脱出
山本直英著 1359円（1986.9） 41018-7
生協運動に三つの民主制を　生協労働者の視点から
生協労連，生協研究会運営委員会編 1942円（1994.6） 14031-2
生協 21世紀への挑戦　日本型モデルの実験
野村秀和編 1748円（1992.10） 14029-9
生協は21世紀に生き残れるのか　コミュニティと福祉社会のために
中川雄一郎他著 2300円（2000.8） 14043-5
成長するアジアと日本産業
相田利雄，小林英夫著 2800円（1991.5） 15019-9
性の授業［小学校篇］
橋本紀子，村瀬幸浩編 2800円（1993.6） 41066-8
性の授業［中学校篇］
村瀬幸浩，橋本紀子編 3000円（1993.8.2） 41067-5
世界映画ライブラリー１ 子ども　国民文庫878
奥田継夫著 680円（1991.12） 88780-4
世界映画ライブラリー２ 男と女　国民文庫879
岡本公一著 777円（1992.10） 88790-3
世界技術史 太古から産業革命まで
ソ連科学アカデミー編 8500円（1986.4.3） 43044-4
戦艦ポチョムキン
山田和夫著 583円（1978.6） 88390-5

1920年代の日本の政治
日本現代史研究会編 2400円（1984.5） 52005-3
「戦後革新勢力」の源流　占領前期政治・社会運動史論1945―1948
法政大学大原社会問題研究所他編 3900円（2007.3） 52079-4
戦後教育史を生きる　自分史にかえて
大槻健著 1942円（1991.1） 41046-0
戦後世界史（下） （科学全書28）
浜林正夫，土井正興他著 1300円（1989.1） 40128-4
戦後歴史教育を見直す　（あたらしい歴史教育6）
臼井嘉一編 2427円（1994.4） 50176-2
先進国革命の理論
上田耕一郎著 1942円（1973.4） 21014-5
共同研究 1848年革命
良知力編 4854円（1979.5） 53002-1

組織と運営の活性化（労働問題実践シリーズ7）
大木一訓，伊藤欽治他編 1456円（1991.3） 30007-5
ソビエト型教育の形成と学校コミューン
村山士郎著 7200円（1999.6） 41113-9
ソ連極秘資料集 大粛清への道
A･G･オレグ･V･ナウモフ編 15000円（2001.10） 53038-0
ソ連邦共産党史２　国民文庫435b
ソ連邦共産党史翻訳委員会訳 800円（1972.12） 84352-7
ソ連邦史１ 1917－1927
ジュゼッペ・ボッファ著 3000円（1979.11） 50031-4
大学入試制度（科学全書14）
佐々木享著 1200円（1984.11） 40114-7
大企業国家改造論
青木慧著 1942円（1994.8） 14032-9
大企業労働組合の役員選挙
大木一訓，愛知労働問題研究所編 1800円（1986.4.3） 31019-7
新版 第三世界への視点
土生長穂，徳永俊明，松下冽著 2330円（1992.9） 21059-6
タイル・モザイク（子どもとつくる57）
原恒夫，原百合子，原里枝著 1400円（2000.5） 61157-7
武田薬品・萬有製薬〔メルク〕　（日本のビッグ・ビジネス16）
儀我壮一郎他著 1800円（1996.11） 10216-7
凧をつくる（子どもとつくる30）
広井力著 1600円（1990.11） 61130-0
立ち直る登校拒否児
藤原利昭著 1301円（1984.3） 41007-1
ためしてわかる環境問題１　大気・水
山崎慶太編 1700円（2001.7） 40421-6
だれのためのコメ自由化か　国民の選択
田代洋一著 777円（1990.12） 15017-5
男女が学ぶ家庭科の授業　上
家庭科教育研究者連盟編 2718円（1993.9） 41068-2
男女共学制の史的研究
橋本紀子著 6796円（1992.5） 41056-9
地球をまわる放射能　核燃料サイクルと原発
市川富士夫，館野淳著 1602円（1986.7） 33012-6
地方財政入門　現代の地方財政危機の構造
中西啓之著 2200円（1986.5） 14016-9
痴呆症はここまで良くなる
鈴木健夫著 1553円（1995.1） 36017-8
中国社会主義を検証する
丸山昇著 1553円（1991.1） 23016-7
中世民衆思想と法然浄土教　〈歴史に埋め込まれた親
鸞〉像への視座　亀山純生著 9000円（2003.2） 43060-4
中東 （〈南〉から見た世界4）
栗田禎子編 2500円（1999.4） 20074-0
超氷河期だって泣き寝入りしない！　女子学生就職黒書
女子学生の会編 1262円（1996.3） 33031-7
チリ　嵐にざわめく民衆の木よ
高橋正明文／小松健一写真 1650円（1990.5） 21056-5
チリ人民連合政府樹立への道　国民文庫439
ルイス・コルバラン著 250円（1973.8） 84390-9

賃金とくらし（労働問題実践シリーズ3）
大木一訓，伊藤欽治他編 1456円（1990.6） 30003-7
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つるを編む（子どもとつくる42）
長谷川正勝著 1600円（1995.10） 61142-3
デジタル放送で何が起こるか
須藤春夫編 2400円（2001.5） 33039-3
徹底批判『国民の歴史』

「教科書に真実と自由を」連絡会編 2000円（2000.5） 52061-9
転換期の行財政システム
横田茂，永山利和編 3398円（1995.2） 21064-0
転機に立つ経済と企業
上林貞治郎編 2000円（1986.4） 14015-2
ドイツ文学研究史
ローゼンベルク著／林睦實訳 4369円（1991.9） 60028-1
ドイツ農業史
クレム編／大藪輝雄，村田武訳 2204円（1980.9） 13004-7
統一戦線への歴史的転換　国民文庫444
ヴィルヘルム・ピーク著 300円（1976.4） 84440-1

東京裁判資料　木戸幸一尋問調書
粟屋憲太郎他訳 10000円（1987.1） 52013-8
東京裁判資料　田中隆吉尋問調書
粟屋憲太郎他訳 7573円（1994.11） 52028-2
東京裁判論
粟屋憲太郎著 2427円（1989.7） 52019-0
東京地域医療実践史　いのちの平等を求めて
東京民医連50年史編纂委員会編 3000円（2004.3） 36047-5
東京の貝塚と古墳を歩く（こだわり歴史散策5）
大坪庄吾著 1359円（1995.6） 61075-4
統計ガイドブック 社会・経済［第２版］
木下滋，土居英二，森博美編 3800円（1998.3） 11090-2
道徳教育論
尾花清著 2427円（1991.12） 41051-4
東南アジア・南アジア （〈南〉から見た世界2）
古田元夫編 2500円（1999.6） 20072-6
動物組み木をつくる（子どもとつくる1）
小黒三郎著 1600円（1983.7） 61120-1
東北発信
寿岳章子著 1300円（1984.4） 60019-9
トリアッティ 平和論集　国民文庫416 
パルミロ・トリアッティ著 200円（1955.1） 84160-8

ナショナル・ミニマムの軸となる最賃制
黒川俊雄，小越洋之助著 1500円（2002.1） 31043-2
南京事件の日々　ミニー・ヴォートリンの日記
岡田良之助，伊原陽子訳 2400円（1999.11） 52059-6
南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち　
小野賢二他編 6000円（1996.3） 52042-8
南京の日本軍　南京大虐殺とその背景
藤原彰著 1200円（1997.8） 52051-0
2歳児の幼稚園教育は是か非か
ザゾ著  2500円（1989.9） 41038-5
21世紀の第三世界
土生長穂編 1942円（1991.2） 21058-9
21世紀への宿題２　ソフトエネルギーをつかまえろ
藤田千枝編／新美景子文 1600円（1997.12） 40096-6
21世紀への宿題５　ヒトとウイルスのデスマッチ
藤田千枝編／赤藤由美子文 1600円（1998.3） 40099-7

2000年日本の福祉 論点と課題
相野谷安孝他編 1700円（1999.12） 36026-0
日米経済摩擦の新展開
関下稔著 2330円（1989.4） 15012-0
日本近代史の虚像と実像2
藤原彰他編 1800円（1990.2） 50132-1
日本近代史の虚像と実像3
藤原彰他編 1800円（1989.11） 50133-1
日本近代史の虚像と実像4
藤原彰他編 1800円（1989.12） 50134-1
日本人と音楽趣味　国民文庫836
園部三郎著 350円（1977.8） 88360-8

日本人は何を食べてきたか 食の民俗学
神崎宣武著 1500円（1987.11） 60027-4
日本的労使関係の変貌
牧野富夫編 2330円（1991.5） 31027-2
日本に農業はいらないか（科学全書26）
田代洋一著 1456円（1987.12） 40126-0
日本のエリート（科学全書16）
北川隆吉、貝沼洵著 1456円（1985.3） 40116-1
日本の教育改革　国民文庫818
梅根悟著 350円（1975.6） 88180-2

日本の原発は安全か（科学全書44）
赤塚夏樹著 1456円（1992.8） 40154-3
日本の高齢者政策を問う　保健･医療･福祉からの提言
相磯富士雄，太田貞司編 1942円（1995.12） 36018-5
日本の労働組合運動１　労働組合運動の根本
日本の労働組合運動編集委員会編 1500円（1984.10） 30011-2
日本の労働組合運動２　労働者の構成と状態
日本の労働組合運動編集委員会編 1500円（1984.12） 30012-9
日本の労働組合運動３　要求・闘争論
日本の労働組合運動編集委員会編 1500円（1985.2） 30013-6
日本の労働組合運動４　経済民主主義運動
日本の労働組合運動編集委員会編 1500円（1985.4） 30014-3
日本の労働組合運動５　労働組合組織論
日本の労働組合運動編集委員会編 1500円（1985.6） 30015-0
日本ファシズムとその時代　天皇制・軍部・戦争・民衆
須崎愼一著 7500円（1998.12） 52055-8
乳幼児のことばの世界
大久保愛著 700円（1993.4） 88820-7

ニワトリが先か，タマゴが先か
井尻正二著 2427円（1995.4） 44023-8
人間形成の全体史　比較発達社会史への道
中内敏夫，関啓子，太田素子編 7000円（1998.5） 41100-9
人間と医学
レーター編／日野秀逸訳 2000円（1981.7） 43017-8
人間の権利
芝田進午編著 600円（1977.7） 88350-9

野の花たちとピースボイス
黒坂正文著／小松健一写真 1505円（1989.7） 61017-4
ハスキークラフト（子どもとつくる27）
箕輪直子著 1408円（1990.5） 61127-0
働く女性に伝えたかったこと
芹沢茂登子著 1500円（1999.12） 31040-1
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反デューリング論２　国民文庫19b
エンゲルス著／村田陽一訳 903円（1970.9） 80192-3

反転攻勢　国労運動45年に学ぶ
石川元也，片岡曻，本多淳亮編 2427円（1991.9） 31028-9
反ファシズム統一戦線
ゲオルギ・ディミトロフ著 650円（1967.9） 84250-6

一筋縄ではいかないのです　学童保育指導員の仕事と役割
片山恵子著 1500円（2001.11） 41135-1
ヒトの直系　国民文庫837
青木茂著 505円（1977.9） 88370-7

人はなぜ争うの？（平和と戦争の絵本1）
岩川直樹文　森雅之絵 1800円（2002.12） 40471-1
人はなぜ犬や猫を飼うのか　人間を癒す動物たち
有馬もと著 1456円（1996.8） 60037-3
ひな人形をつくる（子どもとつくる33）
八木秀樹著 1600円（1992.1） 61133-1
皮膚　美と健康の最前線
マーク・ラッペ著 2600円（1999.6） 61047-1
平野義太郎　人と学問
編集委員会編 2500円（1981.2） 54027-3
フォイエルバッハ論　国民文庫14
エンゲルス著／藤川覚，秋間実訳 311円（1972.8） 80140-4

フォトドキュメント 中国の世紀
ジョナサン・スペンス，アンピン・チン編 12000円（1998.6） 62022-7
福祉国家の経済学
イアン･ゴフ著／小谷義次他訳 2718円（1992.2） 15022-9
福祉と医療の経済学
中西啓之著 2200円（1990.1） 15014-4
不滅の資本論
ウローエヴァ著 1500円（1975.5） 11021-6
フランスにおける党芸術　国民文庫419
L・アラゴン，J・デュクロ著 150円（1955.3） 84190-5

フランス人民戦線　国民文庫445
モーリス・トレーズ著 600円（1976.6） 84450-0

プレゼントカード（子どもとつくる36）
檜山永次著 1600円（1993.8） 61136-2
プロフィンテルン小史　国民文庫437
ゲ・エム・アディベコフ著 200円（1973.3） 84370-1

文化の世界地図（くらべてわかる世界地図5）
坂口美佳子著 1800円（2005.1） 40525-1
文明開化のショーウインドウを歩く（こだわり歴史散策3）
尾河直太郎著 1359円（1995.2） 61073-0
平凡な自由　私の体験的教育論
樋渡直哉著 1553円（1992.2） 41054-5
ヘーゲルにおける現実性概念的把握　増補版
許萬元著 3495円（1988.1） 43034-5
べてるの家の恋愛大研究
浦河べてるの家著 1600円（2010.10） 36067-3
ベトナム戦争の記録
秦正流，石川文洋他編 18000円（1988.12） 62008-1
ペレストロイカと教育
村山士郎，所伸一編 2233円（1991.8） 41050-7
ペレストロイカの経済学（上）
メドヴェージェフ他著 4000円（1990.5） 11064-3

ペレストロイカの経済学（下）
メドヴェージェフ他著 5000円（1990.7） 11065-0
弁証法の始元の分析
井尻正二著 2000円（1998.4） 43054-3
暴力をこえる　教室の無秩序とどう向き合うか
全生研常任委員会編 1500円（2001.8） 41132-0
ホミニッド
フォーリー著 3000円（1997.9） 44024-5
マーケティング論　第2版
保田芳昭編 2400円（1999.3） 11095-7
マスコミはたたかっているか
茶本繁正著 1456円（1991.7） 33024-9
町工場職人群像　松本俊次写真集
松本俊次著 2300円（2001.8） 62024-1
松浦総三の仕事２　戦中・占領下のマスコミ
松浦総三著／早乙女勝元解説 2200円（1984.12） 30132-4
松浦総三の仕事３　ジャーナリストとマスコミ
松浦総三著／清水英夫解説 2200円（1985.1） 30133-1
学びと自治の最前線　「総合的な学習の時間」を問う
全生研常任委員会編 1500円（2000.7） 41123-8
マネー（科学全書47）
建部正義著 1500円（1993.3） 40157-4
迷いつつ母
木村栄著 1359円（1991.7） 41048-4
マルクス＝エンゲルス8巻選集1
翻訳委員会訳 2718円（1973.10） 00501-2
マルクス＝エンゲルス8巻選集5
翻訳委員会訳 1800円（1974.4） 00505-1
マルクス＝エンゲルス8巻選集6
翻訳委員会訳 1800円（1974.6） 00506-1
マルクス＝エンゲルス8巻選集7
翻訳委員会訳 1800円（1974.9） 00507-1
マルクス＝エンゲルス8巻選集8
翻訳委員会訳 2718円（1974.10） 00508-2
マルクス資本論草稿集6　経済学批判（1861－1863年草稿）Ⅲ
資本論草稿集翻訳委員会訳 12000円（1981.11） 10016-3
マルクス全詩集
井上正蔵他訳 8000円（1983.5） 60001-4
マルクスと経済学の方法（上）
ヴィゴツキー他著 1300円（1978.8） 11023-0
マルクスと経済学の方法（下）
ヴィゴツキー他著 1300円（1978.9） 11024-7
改訳　マルクスの娘たち
ヴォロビヨヴァ他著／岩上淑子訳 1845円（1979.1） 54007-5
マルクス わが曾祖父
ロンゲ著／萩原直訳 1200円（1979.3） 54003-7
満蒙開拓青少年義勇軍と信濃教育会
長野県歴史教育者協議会編 3000円（2000.12） 52062-6
見田石介著作集3　資本論の方法1
見田石介著作集編集委員会編 2301円（1976.12） 40043-0
見田石介著作集補巻　ヘーゲル哲学への道・芸術論
見田石介著作集編集委員会編 2816円（1977.4） 40047-8
見田石介　ヘーゲル大論理学研究１
ヘーゲル論理学研究会編 4854円（1979.11） 43041-3
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三つのインタナショナルの歴史
フォスター著 3800円（1967.12） 53017-5
民主主義日本の憲章（科学全書7）
池上惇著 1200円（1983.4） 40107-9
昔ばなしは今ばなし
浜島代志子著 505円（1990.1） 88690-6

「問題」としての青少年 現代日本の〈文化－社会〉構造
中西新太郎著 3000円（2012.12） 35037-7
夜間中学校の青春
見城慶和文／小林チヒロ写真 2000円（2002.6） 41139-9
山の木でつくる（子どもとつくる39）
福井智昭著 1600円（1994.7） 61139-3
唯物史観と経済学
中村静治著 2233円（1988.9） 11060-5
唯物論と経験批判論２　国民文庫116b
レーニン著／寺沢恒信訳 553円（1975.12） 81162-5
豊かに生き果たす　重症心身障害児・者と「選択的医療」
山田美智子著 1500円（2008.12） 36063-5
幼児にうける体育とゲーム
斎藤道雄著 1300円（2001.4） 41128-3
幼児の文字教育
汐見稔幸著 505円（1986.6） 88610-4

予防接種の考え方（科学全書42）
由上修三著 1456円（1992.3） 40152-9
ラテンアメリカ （〈南〉から見た世界5）
清水透編 2500円（1999.6） 20075-7
リキッド・ライフ　現代における生の諸相
バウマン著／長谷川啓介訳 2800円（2008.1） 43074-1
リクルートの政治経済学（科学全書32）
井上照幸，山田博文著 1301円（1989.12） 40142-0
リストラクチュアリング･労働と生活
戸木田嘉久編 2602円（1990.4） 31025-8
理性とヒューマニズム　国民文庫828
真下信一著 400円（1976.9） 88280-9

良心宣言　国民文庫824
金芝河著／井出愚樹編訳 300円（1975.12） 88240-3
ルーマニア史ノート（マルクス・ライブラリ1）
マルクス著 1600円（1979.9） 10084-2
レーニンとロシア社会･政治思想　19世紀－20世紀初頭
ソ連科学アカデミー編 1800円（1971.10） 53013-7
歴史がすきになるお話　国民文庫867
山下國幸著 505円（1989.8） 88670-8

歴史教科書をめぐる日韓対話　日韓合同歴史研究シンポジウム
歴史学研究会編 2500円（2004.11） 41160-3
歴史とはなにか
エロフェーエフ著／梅田美代子訳 1300円（1980.10） 51001-6
労使でのりきる中小企業の経営危機
丸山博著 1553円（1994.5） 16010-5
労働運動に未来はある
井出洋，木下武男，高橋祐吉著 922円（1994.11） 31032-6
労働組合を創る（労働問題実践シリーズ5）
大木一訓，伊藤欽治他編 1456円（1990.9） 30005-1
検証･論理なき「政治改革」
森英樹著 1262円（1993.11） 21062-6

わが人生論ノート
黒田了一著 1359円（1984.2） 60021-2
ワクチンは安全か（科学全書50）
黒川正身著 1456円（1993.8） 40160-4
わたしたちの人権宣言（人権の絵本4）
喜多明人文　木原千春絵 1800円（2000.3）40374-5
私は学童保育指導員（シリーズ学童保育3）
前田美子，森川鉄雄編集 1500円（1999.10） 40353-0
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大月書店
主要取扱書店

下記の書店は大月書店の書籍を比較的多く展示しています。ご希望の本が
店頭にない場合はその書店にご注文下さい。
＊印の書店は「人文会特約店」で人文関係図書を多数揃えております

（2017年3月現在）。

■北海道■

札幌市 ＊ 紀伊國屋書店札幌本店 011-231-2131
 ＊ MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店 011-223-1911
 ＊ 三省堂書店札幌 JRタワー店 011-209-5600
 ＊ コーチャンフォー美しが丘店 011-889-2000
 ＊ コーチャンフォーミュンヘン大橋店 011-817-4000
 ＊ コーチャンフォー新川通り店 011-769-4000
  宮脇書店札幌平岡店 011-887-1350
 ＊ 北大生協書籍部（クラーク店） 011-736-0916
  北海学園大生協 011-811-8699
千歳市  文教堂千歳店 0123-27-4600
江別市  札幌学院大生協 011-386-2970
岩見沢市 喜久屋書店/BOOKJAM岩見沢店 0126-23-8184
小樽市 ＊ 喜久屋書店小樽店 0134-31-7077
函館市  文教堂湯ノ川店 0138-36-2271
  文教堂函館昭和店 0138-44-7800
  文教堂函館テーオー店 0138-35-5181
  函館蔦屋書店 0138-47-2600
苫小牧市 くまざわ書店egao苫小牧店 0144-82-7731
旭川市 ＊ ジュンク堂書店旭川店 0166-26-1120
  コーチャンフォー旭川店 0166-76-4000
帯広市  喜久屋書店帯広店 0155-28-5991
  宮脇書店帯広店 0155-20-6211
釧路市  コーチャンフォー釧路店 0154-46-7777

■青森県■

青森市 ＊ 成田本店しんまち店 017-723-2431
  宮脇書店青森本店 017-721-1080
  文芸図書 017-788-9797
弘前市 ＊ 紀伊國屋書店弘前店 0172-36-4511
 ＊ ジュンク堂書店弘前中三店 0172-34-3131
  弘前大生協 0172-33-3742

■秋田県■

秋田市  宮脇書店秋田本店 018-825-5515
北秋田市  ブックスモア鷹巣店 0186-69-7501
湯沢市  ブックスモア湯沢店 0183-78-2552
潟上市  ブックスモア秋田潟上店 018-854-8877

■岩手県■

盛岡市 ＊ ジュンク堂書店盛岡店 019-601-6161

  さわや書店 019-653-4411
  エムズエクスポ盛岡店 019-648-7100

  盛岡蔦屋書店 019-656-4747
  岩手大生協 019-652-2028
久慈市  宮脇書店久慈店 0194-52-1235

■山形県■

山形市 ＊ 八文字屋本店 023-622-2150
  戸田書店山形店 023-682-3111
  山形大生協（小白川店） 023-641-4365

■宮城県■

仙台市  喜久屋書店仙台店 022-716-2021
 ＊ ジュンク堂書店仙台TR店 022-265-5656
 ＊ 丸善仙台アエル店 022-264-0151
 ＊ 紀伊國屋書店仙台店 022-308-9211
 ＊ 八文字屋書店 022-371-1988
  八文字屋書店セルバ店 022-371-0180
 ＊ 東北大生協（文系店） 022-262-7463
石巻市  金港堂石巻店 0225-94-0088
大崎市  ブックセンターササエ 0229-23-7570
大和町  ササエ吉岡店 022-344-2518

■福島県■

福島市  岩瀬書店中合店 024-521-3022
  西沢書店北店 024-557-5101
  福島大生協 024-548-5141
郡山市 ＊ 岩瀬書店富久山店プラスゲオ 024-936-2220
 ＊ ジュンク堂書店郡山店 024-927-0440
  みどり書房桑野店 024-939-0047
相馬市  文芸堂書店相馬店 0244-37-4711
白河市  みどり書房白河店 0248-27-8207

■茨城県■

水戸市 ＊ 川又書店県庁店 029-301-1811
  川又書店エクセル店 029-231-1073
  茨城大生協 029-227-1865
つくば市 ＊ くまざわ書店つくば店 029-860-5197
 ＊ ACADEMIA イーアスつくば店 029-868-7407
取手市  宮脇書店取手本店 0297-71-5101
古河市  福家書店古河店 0280-23-2981
守谷市  フタバ図書TERA守谷店 0297-47-1601
茨城町  宮脇書店水戸南店 029-219-0065

■栃木県■

宇都宮市 ＊ 落合書店宝木店 028-650-2211
  紀伊國屋書店宇都宮店 028-611-2050
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  くまざわ書店宇都宮店 028-623-4471
佐野市  宮脇書店佐野店 0283-24-9007
下野市  うさぎや自治医大店 0285-44-7637
上三川町  宮脇書店上三川店 0285-56-7555
高根沢町  雄文堂書店 028-675-0068

■群馬県■

前橋市 ＊ ブックマンズアカデミー前橋店 027-280-3322
 ＊ 紀伊國屋書店前橋店 027-220-1830
  戸田書店前橋本店 027-223-9011
  蔦屋書店前橋みなみモール店 027-210-0886
太田市 ＊ ブックマンズアカデミー太田店 0276-40-1900
 ＊ 喜久屋書店太田店 0276-47-8723
高崎市 ＊ 戸田書店高崎店 027-363-5110
  ブックマンズアカデミー高崎店 027-370-6166
  くまざわ書店高崎店 027-310-3021
伊勢崎市 くまざわ書店伊勢崎店 0270-70-5510
藤岡市  戸田書店藤岡店 0274-22-2469
中之条町  戸田書店中之条店 0279-75-2002

■埼玉県■

さいたま市＊ 須原屋本店 048-822-5321
  旭屋書店イオン浦和美園店 048-812-2123
  紀伊國屋書店さいたま新都心店 048-600-0830
 ＊ ジュンク堂書店大宮高島屋店 048-640-3111
 ＊ 三省堂書店大宮店 048-646-2600
 ＊ ブックデポ書楽 048-859-4946
  埼玉大生協 048-854-9344
川口市  須原屋川口前川店 048-263-5321
越谷市  旭屋書店新越谷店 048-985-5501
  文教堂東越谷店 048-966-6303
川越市  ブックファーストルミネ川越店 049-240-6212
  紀伊國屋書店川越店 049-224-2573
所沢市  リブロ新所沢店 04-2998-8175
久喜市  蔦屋書店フォレオ菖蒲店 0480-87-0800
  ACADEMIA菖蒲店 0480-87-1781
東松山市  大東文化大学進明堂 0493-34-4430
飯能市  丸善丸広百貨店飯能店 042-973-1111

■千葉県■

千葉市 ＊ 三省堂書店そごう千葉店 043-245-8331
  幕張蔦屋書店 043-306-7361
  くまざわ書店蘇我店 043-209-2020
  千葉大生協 043-287-5591
船橋市 ＊ 旭屋書店船橋店 047-424-7331
  川奈部書店 047-422-2066
  ジュンク堂書店船橋店 047-401-0330
習志野市 ＊ 丸善津田沼店 047-470-8311
  くまざわ書店津田沼店 047-475-8311
柏市  KaBoSららぽーと柏の葉店 04-7168-1760
  紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店 04-7160-8015
  ジュンク堂書店柏モディ店 04-7168-0215
流山市  紀伊國屋書店流山おおたかの森店 04-7156-6111
印西市  喜久屋書店千葉ニュータウン店 0476-40-7732

  宮脇書店印西牧の原店 0476-40-6325
市原市  ACADEMIAちはら台店 0436-76-0270
成田市  くまざわ書店公津店 0476-26-5371
東金市  紀伊國屋書店城西国際大BC 0475-53-0064
木更津市  精文館書店木更津店 0438-20-2811

■神奈川県■

横浜市 ＊ 有隣堂本店 045-261-1231
 ＊ 有隣堂横浜駅西口店 045-311-6265
 ＊ 有隣堂横浜駅東口ルミネ店 045-453-0811
 ＊ 紀伊國屋書店横浜店 045-450-5901
  紀伊國屋書店ららぽーと横浜店 045-938-4481
 ＊ あおい書店横浜店 045-349-8377
 ＊ アカデミア港北店 045-914-3320
 ＊ ブックファースト青葉台店 045-989-1781
  KaBoSあざみ野店 045-905-1223
  文教堂すすき野とうきゅう店 045-905-5351
  いづみ書房 045-241-1104
  横浜国大生協 045-335-6475
  横浜市大生協 045-783-6649
  慶応大生協（日吉店） 045-563-8487
  神奈川大生協 045-481-4012
  国学院大学生協たまプラーザ店 045-911-5246
川崎市 ＊ 有隣堂アトレ川崎店 044-200-6831
 ＊ 丸善ラゾーナ川崎店 044-520-1869
  KaBoS宮前平店 044-870-1221
藤沢市 ＊ 有隣堂藤沢店 0466-26-1411
 ＊ ジュンク堂書店藤沢店 0466-52-1211
横須賀市＊ 平坂書房モアーズ店 046-822-2655
厚木市 ＊ くまざわ書店本厚木店 0462-30-7077
茅ヶ崎市  文教堂茅ヶ崎円蔵店 0467-50-1133
伊勢原市 文教堂伊勢原とうきゅう店 0463-96-5880
相模原市 中村書店本店 042-750-2285
  アカデミアくまざわ書店橋本店 042-700-7020
  くまざわ書店相模大野店 042-767-1285
大和市  文教堂中央林間とうきゅう店 046-271-1600

■東京都■

千代田区 ＊ 丸善丸の内本店 03-5288-8881
 ＊ 三省堂書店神保町本店 03-3233-3312
 ＊ 東京堂書店神田本店 03-3291-5181
 ＊ 書泉グランデ 03-3295-0011
 ＊ 有隣堂ヨドバシAKIBA店 03-5298-7475
 ＊ 三省堂書店有楽町店 03-5222-1200
  友好堂神保町書店 03-5577-4204
 ＊ 三省堂書店明治大駿河台店 03-5282-3480
  政文堂書店 03-3263-5841
  法政大生協（市ヶ谷店） 03-3265-4952
中央区 ＊ 八重洲ブックセンター本店 03-3281-1811
 ＊ 丸善日本橋店 03-6214-2001
  教文館 03-3561-8447
港区 ＊ 慶応大生協（三田店） 03-3455-6631
渋谷区 ＊ MARUZEN&ジュンク堂書店渋谷店 03-5456-2111
 ＊ 有隣堂アトレ恵比寿店 03-5475-8384
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  代官山　蔦屋書店 03-3770-2525
  青山ブックセンター青山本店 03-5485-5511
  美和書店 03-3402-4146
文京区 ＊ 東大生協書籍部（本郷店） 03-3811-5481
目黒区 ＊ 東大生協書籍部（駒場店） 03-3469-7145
世田谷区 紀伊國屋書店玉川高島屋店 03-3709-2091
新宿区 ＊ 紀伊國屋書店新宿本店 03-3354-0131
 ＊ ブックファースト新宿店 03-5339-7611
 ＊ 芳林堂書店高田馬場店 03-3208-0241
 ＊ 早稲田大生協コーププラザ店 03-3202-3236
  早稲田大生協（文学部店） 03-3202-4204
中野区 ＊ あおい書店中野本店 03-3319-5161
豊島区  旭屋書店池袋店 03-3986-0311
 ＊ ジュンク堂書店池袋本店 03-5956-6111
 ＊ 三省堂書店池袋本店 03-6864-8900
足立区  足立みどり書店 03-3884-0955
墨田区 ＊ くまざわ書店錦糸町店 03-5610-3034
江東区  紀伊國屋書店ららぽーと豊洲店 03-3533-4361
  フタバ図書TERA南砂町店 03-5677-0800
大田区  くまざわ書店蒲田店 03-3737-5351
  ブックファーストアトレ大森店 03-5767-6831
武蔵野市＊ 啓文堂書店吉祥寺店 0422-79-5070
 ＊ パルコブックセンター吉祥寺店 0422-21-8122
 ＊ ジュンク堂書店吉祥寺店 0422-28-5333
立川市 ＊ オリオン書房ルミネ店 042-527-2311
 ＊ オリオン書房ノルテ店 042-522-1231
  ジュンク堂書店立川高島屋店 042-512-9910
  アヲキ書房 042-522-4712
府中市  東京農工大生協 042-362-2108
三鷹市  啓文堂三鷹店 042-279-5840
国分寺市＊ 紀伊國屋書店国分寺店 042-325-3991
  東京経済大生協 042-324-4319
  Books隆文堂 042-324-7770
国立市 ＊ 増田書店 042-572-0262
  一橋大生協（国立店） 042-575-4184
あきる野市 文教堂あきる野とうきゅう店 042-532-7470
多摩市  啓文堂多摩センター店 042-372-2288
 ＊ アカデミアくまざわ書店桜ヶ丘店 042-337-2531
 ＊ 丸善多摩センター店 042-355-3220
八王子市＊ くまざわ書店八王子店 042-625-1201
 ＊ 中央大学生協多摩店 042-674-3032
町田市  くまざわ書店町田根岸店 042-789-5070
  法政大生協（多摩店） 042-783-2236
  和光大生協 044-988-1436
武蔵村山市 オリオン書房イオンモール武蔵村山店 042-567-6911

■静岡県■

静岡市 ＊ 谷島屋呉服町本店 054-254-1301
  谷島屋新流通店 054-262-2321
 ＊ 戸田書店静岡本店 054-205-6111
  谷島屋曲金店 054-286-9030
 ＊ MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店 054-275-2777
  静岡大生協 054-237-1427
浜松市 ＊ 谷島屋浜松本店 053-457-4165

  谷島屋イオンモール浜松店 053-415-1341
焼津市  港書店 054-628-2797
掛川市  戸田書店掛川西郷店 0537-62-6777
磐田市  谷島屋ららぽーと磐田店 0538-59-0358

■愛知県■

名古屋市 ＊ 三省堂書店名古屋高島屋店 052-566-8877
  三省堂書店名古屋本店 052-566-6801
 ＊ ジュンク堂書店ロフト名古屋店 052-249-5592
 ＊ ジュンク堂書店名古屋店 052-589-6321
 ＊ 丸善名古屋本店 052-238-0320
 ＊ ジュンク堂書店名古屋栄店 052-212-5360
  正文館書店 052-931-9321
 ＊ ちくさ正文館書店 052-741-1137
  三洋堂書店本店 052-832-8202
  らくだ書店本店 052-731-7161
 ＊ ウニタ書店 052-731-1380
  ほっとブックス新栄 052-936-7551
 ＊ フタバ図書TERAワンダーシティ店 052-509-7922
  文進堂書店 052-819-2630
  ちくさ正文館名城大ブックショップ 052-833-8215
 ＊ 名大生協（南部店） 052-781-5031
刈谷市  愛知教育大生協 0566-36-2404
小牧市  カルコス小牧店 0568-77-7511
一宮市 ＊ 精文館書店尾張一宮店 0586-26-1616
豊橋市 ＊ 精文館書店本店 0532-54-2345
  精文館書店三ノ輪店 0532-66-2447
豊明市  精文館書店豊明店 0562-91-3787
安城市  くまざわ書店三河安城店 0566-79-0231
豊山町  紀伊國屋書店名古屋空港店 0568-39-3851
美浜町  日本福祉大生協 0569-87-2304

■岐阜県■

岐阜市 ＊ 自由書房EX高島屋店 058-262-5661
  カルコス本店 058-294-7500
 ＊ 丸善岐阜店 058-297-7008
  岐阜大生協（中央店） 058-230-1166
大垣市  アカデミア大垣店 0584-77-6450
各務原市 カルコス各務原店 0583-89-7500
瑞穂市  カルコス穂積店 058-329-2336

■三重県■

津市 ＊ 別所書店修成店 059-246-8822
  かもめ書房 059-228-0524
  三重大生協 059-232-5007
四日市市＊ 丸善四日市店 059-359-2340
  宮脇書店四日市本店 0593-59-5910
鈴鹿市  コメリ書房鈴鹿店 0593-84-3737
名張市  ブックスアルデ 0595-62-0666
亀山市  BOOK WORM タカムラ 0595-82-8711
志摩市  作田書店うがた店 0599-43-4074

■新潟県■

新潟市 ＊ 紀伊國屋書店新潟店 025-241-5281
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 ＊ ジュンク堂書店新潟店 025-374-4411
  戸田書店新潟南店 025-257-1911
  知遊堂亀貝店 025-211-1858
  新潟大生協 025-262-6095
長岡市  くまざわ書店長岡店 0258-20-5760
  宮脇書店長岡店 0258-31-3700
  蔦屋書店長岡古正寺店 0258-29-5030
新発田市  コメリ書房新発田店 0254-20-1011
三条市  知遊堂三条店 0256-36-7171
上越市  戸田書店上越店 025-527-3311
  知遊堂上越国府店 025-545-5668

■富山県■

富山市 ＊ BOOKSなかだ本店 076-492-1192
  文苑堂書店富山豊田店 076-433-8151
  文苑堂書店藤の木店 076-422-0155
  紀伊國屋書店富山店 076-491-7031
  新富山書店 076-431-7201
  富山大生協 076-433-3080
高岡市 ＊ 文苑堂書店福田本店 0766-27-7800

■石川県■

金沢市 ＊ うつのみや金沢香林坊店 076-234-8111
 ＊ 文苑堂書店示野本店 076-267-7007
  勝木書店金沢泉野店 076-244-3555
  金沢ビーンズ・明文堂書店 076-239-4400
  KaBoS大桑店 076-226-1170
  ブックス宮丸金沢南店 076-244-3211
 ＊ 金沢大生協（角間店） 076-224-0905
白山市  北国書林松任店 076-274-8511
かほく市  BOOKSなかだかほく店 076-289-0671
小松市  明文堂書店KOMATSU店 0761-23-4280

■福井県■

福井市 ＊ 勝木書店 0776-24-0428
  紀伊國屋書店福井店 0776-28-9851
  勝木書店新二宮店 0776-27-4676
鯖江市  SuperKaBoS鯖江店 0778-53-1755

■山梨県■

甲府市 ＊ 朗月堂本店 055-228-7356
 ＊ ジュンク堂書店岡島甲府店 055-231-0606
  よむよむフレスポ甲府東店 055-223-4646
山梨中央市 戸田書店山梨中央店 055-278-6811

■長野県■

長野市 ＊ 平安堂長野店 026-224-4550
  両角書店 026-232-7282
上田市  平林堂書店本店 0268-22-1561
松本市 ＊ 丸善松本店 0263-31-8171
  宮脇書店松本店 0263-24-2435
  信州大生協（松本店） 0263-36-2685
飯田市  平安堂飯田店 0265-24-4545
伊那市  平安堂伊那店 0265-96-7755

■大阪府■

北区 ＊ 紀伊國屋書店梅田本店 06-6372-5821
 ＊ 紀伊國屋書店グランフロント大阪店 06-7730-8451
 ＊ MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店 06-6292-7383
 ＊ ジュンク堂書店大阪本店 06-4799-1090
 ＊ ジュンク堂書店梅田ヒルトンプラザ店 06-6343-8444
  清風堂書店 06-6312-3080
中央区 ＊ 旭屋書店なんばCITY店 06-6644-2551
 ＊ ジュンク堂書店天満橋店 06-6920-3730
浪速区 ＊ ジュンク堂書店難波店 06-4396-4771
  ジュンク堂書店上本町店 06-6771-1005
阿倍野区 ＊ 喜久屋書店阿倍野店 06-6634-8606
 ＊ ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店 06-6626-2151
住吉区 ＊ 大阪市立大生協書籍部杉本店 06-6605-3014
旭区  風の本屋 06-6951-0498
鶴見区  リブロイオンモール鶴見店 06-6915-2600
堺市  紀伊國屋書店泉北店 072-292-1631
貝塚市  梅書房 0724-22-4097
豊中市 ＊ 田村書店千里中央店 06-6831-5657
 ＊ 大阪大生協（豊中店） 06-6841-4949
吹田市  すいた市民書房 06-6383-2475
 ＊ 関西大生協 06-6368-7548
高槻市  紀伊國屋書店高槻店 072-686-1195
  紀伊國屋書店関西大学高槻BC 072-684-0600
大東市  アカデミアくまざわ書店すみのどう店 072-873-1241
岸和田市 西出書店 0724-22-0501
東大阪市 ヒバリヤ書店本店 06-6722-1121
泉佐野市 宮脇書店泉佐野店 0724-65-8211
泉南市  未来屋書店りんくう泉南店 072-482-0517

■京都府■

南区 ＊ アバンティブックセンター京都店 075-692-4703
  大垣書店イオンモールKYOTO店 075-692-3331
下京区 ＊ ジュンク堂書店京都店 075-252-0101
 ＊ ブックファースト京都店 075-229-8500
  大垣書店京都ヨドバシ店 075-371-1700
中京区 ＊ 大垣書店烏丸三条店 075-212-5050
  丸善京都本店 075-253-1599
上京区 ＊ 同志社大生協（今出川店） 075-251-4427
左京区 ＊ 京大生協BCルネ 075-771-7336
北区 ＊ 立命館生協ブックセンターふらっと 075-465-8288
  紀伊國屋書店京都産業大学BC 075-708-1356
伏見区  龍谷大生協 075-642-0103
京田辺市 同志社大生協（田辺店） 0774-65-8372
精華町  アカデミアけいはんな店 0774-98-4053

■兵庫県■

神戸市 ＊ ジュンク堂書店三宮店 078-392-1001
 ＊ ジュンク堂書店三宮駅前店 078-252-0777
  ジュンク堂書店住吉店 078-854-5551
  喜久屋書店東急プラザ新長田店 078-646-3015
  喜久屋書店北神戸店 078-983-3755
 ＊ 神戸大生協（書籍部学生会館店） 078-881-8847
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西宮市 ＊ ジュンク堂書店西宮店 0798-68-6300
 ＊ ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店 0798-62-6103
 ＊ 関西学院大生協（フォーラム店書籍） 0798-53-5233
姫路市 ＊ ジュンク堂書店姫路店 079-221-8280
加東市  丸善兵庫教育大学売店 0795-44-1152
赤穂市  清文堂書店関西福祉大学店 0791-46-2511
明石市  ジュンク堂書店明石店 078-918-6670

■滋賀県■

大津市 ＊ 大垣書店フォレオ大津一里山店 077-547-1020
  紀伊國屋書店大津店 077-527-7191
  寺井書店 077-523-0712
彦根市  サンミュージックハイパーブックス彦根店 0749-30-5151
草津市  喜久屋書店草津店 077-516-1118
 ＊ ジュンク堂書店滋賀草津店 077-569-5553
  サンミュージックハイパーブックス
  かがやき通り店 077-566-0077
  立命館大生協びわこくさつキャンパス 077-561-2602
長浜市  サンミュージックハイパーブックス長浜店 0749-65-7220

■奈良県■

奈良市  くまざわ書店奈良店 0742-36-7415
  新風堂書店 0742-71-4646

■和歌山県■

和歌山市 ＊ TSUTAYA WAYガーデンパーク和歌山店 073-480-5900
  宮脇書店ロイネット和歌山店 073-402-1472

■鳥取県■

鳥取市 ＊ 今井書店吉成店 0857-53-3232
  今井書店湖山店 0857-28-7007
米子市 ＊ 本の学校今井ブックセンター 0859-31-5000

■島根県■

松江市 ＊ 今井書店グループセンター店 0852-20-8811
出雲市  今井書店出雲店 0853-22-8181

■岡山県■

岡山市 ＊ 紀伊國屋書店クレド岡山店 086-212-2551
 ＊ 丸善岡山シンフォニービル店 086-233-4640
 ＊ フタバ図書MEGA岡山青江店 086-803-6011
  啓文社岡山本店 086-805-1123
  岡山大生協 086-252-1111
倉敷市 ＊ 喜久屋書店倉敷店 086-430-5450
  宮脇書店倉敷店 086-463-3124

■広島県■

広島市 ＊ 紀伊國屋書店広島店 082-225-3232
  紀伊國屋書店ゆめタウン広島店 082-250-6100
 ＊ ジュンク堂書店広島駅前店 082-568-3000
 ＊ 丸善広島店 082-504-6210
 ＊ フタバ図書MEGA祇園中筋店 082-830-0601
  フタバ図書アルティアルパーク北棟店 082-270-5730
  アルパークブックガーデン廣文館 082-501-1065

東広島市＊ 広島大生協（北1コープショップ） 082-423-8285
福山市  フタバ図書ALTI福山本店 084-973-8780
  くまざわ書店福山店 084-973-0078
  新福山書店 084-925-1327
府中町 ＊ フタバ図書TERA広島府中店 082-561-0770
廿日市市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市 0829-70-4966

■山口県■

山口市  明屋書店MEGA大内店 083-933-0707
下関市 ＊ くまざわ書店下関店 083-228-0401
  明屋書店MEGA新下関店 083-250-2525
宇部市  宮脇書店宇部店 0836-37-0011
防府市  明林堂コスパ防府店 0835-26-5828
周南市  宮脇書店徳山店 0834-39-2009

■香川県■

高松市 ＊ 宮脇書店本店 087-851-3733
 ＊ 宮脇書店総本店（宮脇カルチャースペース）
   087-823-3152
 ＊ ジュンク堂書店高松店 087-832-0170
  くまざわ書店高松店 087-869-2683
  香川大生協 087-833-5755

■徳島県■

徳島市 ＊ 紀伊國屋書店徳島店 088-602-1611
  紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 088-692-0513
  附家書店国府店 088-643-3233
鳴門市  井上書房大学店 088-687-1119
松茂町  附家書店松茂店 088-683-4721

■愛媛県■

松山市 ＊ ジュンク堂書店松山店 089-915-0075
  紀伊國屋書店いよてつ髙島屋店 089-932-0005
  新丸三書店本店 089-955-7381
  明屋書店松山本店 089-941-4141
  明屋書店MEGA平田店 089-978-0600
  松山大生協 089-924-9262
  愛媛大生協 089-924-2503
新居浜市 宮脇書店マルナカ新居浜店 0897-66-1241
  明屋書店MEGA西の土居店 0897-36-4455
  新居浜書店 0897-33-1608

■高知県■

高知市 ＊ 金高堂朝倉ブックセンター 088-840-1363
  平凡堂書店 088-822-7883
  高知大生協 088-840-1661

■福岡県■

福岡市 ＊ 紀伊國屋書店福岡本店 092-434-3100
 ＊ 丸善博多店 092-413-5401
 ＊ ジュンク堂書店福岡店 092-738-3322
  書斎りーぶる 092-713-1001
  紀伊國屋書店ゆめタウン博多店 092-643-6721
 ＊ 九州大生協（文系書籍店） 092-651-1529
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北九州市＊ ブックセンタークエスト小倉店 093-522-3912
  ブックセンタークエスト黒崎店 093-643-5520
 ＊ 喜久屋書店小倉店 093-514-1400
 ＊ アカデミアサンリブシティ小倉店 093-932-7711
  北九州書店 093-473-4340
  北九州大生協 093-961-4430
久留米市 紀伊國屋書店久留米店 0942-45-7170
  リブロ久留米店 0942-36-9860
  丸善久留米大学売店 0942-41-9713
筑紫野市 蔦屋イオンモール筑紫野店 092-918-5733
豊前市  にれ書房 0979-83-2729
粕屋町 ＊ フタバ図書TERA福岡東店 092-939-7200

■佐賀県■

佐賀市  紀伊國屋書店佐賀店 0952-36-8171
  くまざわ書店佐賀店 0952-62-7325

■長崎県■

長崎市 ＊ メトロ書店本店 095-821-5400
 ＊ 紀伊國屋書店長崎店 095-811-4919
  長崎大生協（本部店） 095-845-5887
佐世保市 くまざわ書店佐世保店 0956-37-2895

■熊本県■

熊本市 ＊ 蔦屋書店熊本三年坂店 096-212-9101
  リブロ熊本店 096-211-9033
  喜久屋書店熊本店 096-319-8581
  金龍堂まるぶん店 096-356-4733
  長崎書店 096-353-0555
  紀伊國屋書店熊本はません店 096-377-1330
  熊本大生協 096-343-6515
  丸善熊本学園大学売店 096-364-1026
菊陽町  紀伊國屋書店熊本光の森店 096-233-1700
嘉島町  蔦屋書店DC嘉島店 096-235-2211

■大分県■

大分市 ＊ ジュンク堂書店大分店 097-536-8181
  紀伊國屋書店大分店 097-552-6100

  明林堂書店大分本店 097-573-3400
  大分大生協 097-569-0016
  紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店 097-515-5050

■宮崎県■

宮崎市  旭屋書店イオン宮崎店 0985-60-3881
  蔦屋書店宮崎高千穂通り店 0985-61-6711 
  宮崎大生協 0985-58-0612
都城市  田中書店イオンモールミエル都城駅前店 0986-51-4488

■鹿児島県■

鹿児島市 紀伊國屋書店鹿児島店 099-812-7000
 ＊ ジュンク堂書店鹿児島店 099-216-8838
  くまざわ書店与次郎店 099-813-2001
 ＊ ブックスミスミオプシア店 099-813-7012
  紀伊國屋書店鹿児島国際大学BC 099-261-9951
 ＊ 鹿児島大生協中央店 099-257-6710

■沖縄県■

那覇市 ＊ ジュンク堂書店那覇店 098-860-7175
  リブロリウボウブックセンター 098-867-1725
宜野湾市 宮脇書店宜野湾店 098-893-2012
沖縄市  宮脇書店美里店 098-934-1712
豊見城市 戸田書店豊見城店 098-852-2511
具志川市  幸喜幸文堂 098-973-3697
北谷町  宮脇書店北谷店 098-921-7663
西原町  琉球大生協 098-895-6085
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ご注文について

http://www.otsukishoten.co.jp/

ご注文はなるべく、お近くの書店に直接お申し込みください。

店頭に在庫がない場合は、その書店にご注文ください。

直接小社にご注文の場合は、ブックサービスコレクトにて

お届けいたします。代金引換（配送手数料は冊数にかかわ

らず、税込定価の総額が１5００円未満の場合は53０円、１5

００円以上の場合は２3０円）となります。お申し込みは直

接小社へ、ファックス・電話でお願いいたします。

小社ホームページでは、様々なネット書店にリンクしていま

す。こちらからもご注文いただけます。（配送手数料は、ご

利用のネット書店によって異なります。）

ホームページ

ホームページでは、絶版・品切商品も含め、大月書店のこれ

までの刊行物が書名・著者名・ISBNコード・ジャンル・キー

ワードなどから検索できます。著者からのメッセージや読

み物などホームページ独自のコンテンツも充実。皆様のアク

セスをお待ちしております。

大月書店の最新刊や折々の本の話題を月一回お届けする

メールマガジン「大月書店通信」もホームページからご登録

いただけます。

◉書店の皆様へ
ホームページでは書評情報やPOP・選書リスト等の販促素

材も掲載しています。ぜひご活用ください。
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