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6/6 TPP問題の新局面　とめなければならないこれだけの理由 2,000［編］田代洋一（たしろ よういち） 15040-3 A5並

6/20 「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 2,800［編］都留民子（つる たみこ） 33075-1 46並

6/20 忘却に抵抗するドイツ　歴史教育から「記憶の文化」へ 1,800［著］岡 裕人（おか ひろと） 41217-4 46並

6/20 放送レポート 7月号（no.237）　特集＝元テレビマンからのメッセージ 476［編］メディア総合研究所 78015-0 B5並

6/22 月刊 クレスコ 7月号（no.136）　特集＝お金の心配なく学べる社会に 476［編］クレスコ編集委員会・全教 79336-5 B5並

7/10 季刊 自治と分権　no.48　特集＝いま戦争と平和の問題を考える 1,000［編］自治労連・地方自治問題研究機構 79148-4 A5並

7/20 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 1,900［著］エリック・マーカス［訳］水澤都加佐（みずさわ つかさ） 42015-5 46並

7/20 学び合い高め合う 中学理科の授業　２年1分野 2,800［編］岩﨑敬道・大川満里子・小野洋 40863-4 B5並

7/20 学び合い高め合う 中学理科の授業　２年2分野 2,800［編］岩﨑敬道・鈴木邦夫・山崎慶太 40864-1 B5並

7/20 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 1,800［著］吉村英夫（よしむら ひでお） 61227-7 46並

7/24 月刊 クレスコ 8月号（no.137）　特集＝子どもたちの願い・叫びにどう応えるか 476［編］クレスコ編集委員会・全教 79337-2 B5並

8/6 死体は見世物か　 「人体の不思議展」をめぐって 1,800［著］末永恵子（すえなが けいこ） 33077-5 46並

8/6 脱原発と工業文明の岐路 2,400［著］岩佐茂（いわさ しげる）・高田純（たかだ まこと） 43092-5 46並

8/8 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 1,700［著］田口理穂（たぐち りほ） 33076-8 46並

8/8 新福祉国家構想② 公教育の無償性を実現する 教育財政法の再構築 2,900［編］世取山洋介（よとりやま ようすけ）・福祉国家構想研究会 36072-7 46並

8/27 放送レポート 9月号（no.238）　特集＝検証・ナマ放送のイマ 476［編］メディア総合研究所 78016-7 B5並

8/27 月刊 クレスコ 9月号（no.138）　特集＝廃止しかない！　教員免許更新制 476［編］クレスコ編集委員会・全教 79338-9 B5並

8/27 戦後日本の人身売買 3,900［著］藤野 豊（ふじの ゆたか） 35036-0 46上

9/28 日本社会の歴史 上　原始・古代～近世　　　　　　　　　　  2,500［編］歴史教育者協議会［著］宮原武夫・山田邦明・深谷克己 52096-1 A5並

10/19 日本社会の歴史 下　近代～現代　　　　　　　　　　  2,500［編］歴史教育者協議会［著］大日方純夫・山田朗・早川紀代・石山久男 52097-8 A5並

9月新刊の取次店搬入日
9/7 99％のための経済学入門　マネーがわかれば社会が見える 1,900［著］山田博文（やまだ ひろふみ） 11116-9 A5並

9/7 農業・食料問題入門 2,600［著］田代洋一（たしろ よういち） 14060-2 A5並

9/20 僕の知っていたサン=テグジュペリ 2,000［著］レオン・ウェルト［訳］藤本一勇［巻頭エッセイ］池澤夏樹 60050-2 46上

9/24 月刊 クレスコ 10月号（no.139）　特集＝学校統廃合・学校選択制は、今 476［編］クレスコ編集委員会・全教 79339-6 B5並

9/28 ウォール街を占拠せよ　はじまりの物語 2,200［著］ライターズ・フォー・ザ・99％［訳］芦原省一［解説］高祖岩三郎 33078-2 46並

9/28 貨幣経済と資本蓄積の理論 3,400［著］石倉雅男（いしくら まさお） 11117-6 A5上

↑網かけは見計らい配本をしていない本、または配本数が限られている本です。ご希望の際はこの注文書にてお申込みください。
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 スローライフ、エコロジー　　ISBN 978-4-272-43093-2　C0010

降りる思想　江戸・ブータンに学ぶ

［著］田中優子・辻信一
（たなか ゆうこ）法政大学・大学院教授。著書に『江戸
の想像力』（筑摩書房・1986年度芸術選奨文部大臣新
人賞）、『江戸百夢』（朝日新聞出版局・2000年度芸術選
奨文部科学大臣賞、2001年度サントリー学芸賞）、『カ
ムイ伝講義』『未来のための江戸学』（小学館）など。

（つじ しんいち）文化人類学者、ナマケモノ倶楽部世話
人。明治学院大学教授。「100万人のキャンドルナイト」
呼びかけ人代表。著書に『スロー・イズ・ビューティフル』
（平凡社）、『カラー図解ストップ原発④』（大月書店）など。

3.11後を生きるためのしなやかな思想
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。スローライフの提唱者辻信一
と江戸学の田中優子が自分たちの人生を振り返り、3.11
を踏まえた今、生活に根ざしたしなやかな思想を語りあう。

■ 関連書 ■ 辻信一監修『ゆっくりノートブック』シリーズ全８冊（大月書店）
 辻信一編著『ＧＮＨ　もうひとつの〈豊かさ〉へ、10人の提案』（大月書店）

■ 目　次 ■第一章　3.11後の世界と自分
 第二章　江戸・ブータンへの道のり
 第三章　江戸時代から考えるスローライフ
 第四章　ブータン探訪記
 終　章　サティシュ・クマールに導かれて

◆本体1,700円
◆46判並製カバー装 224頁
◆取次搬入予定日／10月19日
◆発行予定部数／ 2500部

対象●スローライフ、江戸、
ブータンに興味のある人

編集担当●桑垣
営業担当●渡邊

遅
れ

遅
れ

書店の
皆様へ

定期刊行物

11月号（no.140）
ISBN 978-4-272-79340-2　C0337

特集　「いじめ」に向き合う
滋賀県大津市のいじめ自殺問題に、多くの人々が心を痛め、教育現場・
教育行政への批判が高まっている。現代の子どもたちに何が起きている
のか。教育現場・教育行政はどうあるべきか。

◆本体476円
◆B5判並製 48頁
◆取次搬入予定日／10月23日
◆発行予定部数／ 10,000部

対象●教職員、教育関係者、
父母、学生、一般

［編］クレスコ編集委員会・
　　全日本教職員組合（全教）
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大月書店 2012.102 3※カバー画像はいずれもラフです

◆本体2,400円
◆A4変判上製カバー装 40頁
◆取次搬入予定日／10月19日
◆発行予定部数／ 2500部

対象●公共図書館、小学
校高学年～高校生

編集担当●松原
営業担当●中村

 児童書・歴史　　ISBN 978-4-272-51009-2　C0020

ルーツがわかる名字の事典
［著］森岡 浩（もりおか ひろし）

姓氏研究家。「名字博士」として多くのテレビ番組に出演。著書『名字で
わかる日本人の履歴書』（講談社）、『名字の謎』（ちくま文庫）、『名字の
ヒミツ』（朝日新聞出版）、『全国名字大事典』（東京堂出版）。

地形、方位、職業、身分…あなたの名字の起源がわかる
加賀の藤原氏は「加藤」、伊勢は「伊藤」を名乗った。「井」は水場、だから「井
上」は多く「井下」は少ない。その「井」が枯れて「荒井」、新しい水場は「新井」。
「渡辺」は大阪、「鈴木」は熊野が起源。千数百の名字を収録。

■ 目　次 ■  第１章　名字ってなんだろう
 第２章　地域によって違う日本の名字
 第３章　メジャーな名字とマイナーな名字
 第４章　名字も国際化する
 第５章　名字を調べる

《シリーズ刊行開始》 児童書・地理、歴史　　ISBN 978-4-272-40881-8　C8325

なるほど世界地名事典①　アジアⅠ・オセアニア

［著］蟻川明男（ありかわ あきお）
 元高校教師（地理）、地理教育研究会会員。著書『三訂版 世界地名語源辞

典』（古今書院）、『世界地名の旅』『なるほど日本地名事典』（大月書店）ほか。

地名の由来からその国の歴史や文化が見える
タイは「自由」、ウラジオストクは「東方征服」、ジャカルタは「勝利者」、ティ
モールは「東」でトンガは「南」。オセアニアの地名はほとんどがイギリス人の
名前。国名や地域名から歴史や文化が見えてくる。国旗の由来も収録。

■ 関連書 ■蟻川明男『なるほど日本地名事典（全６巻）』（大月書店）

■ 続　刊 ■②アジアⅡ（2012年11月刊行予定）
 ③ヨーロッパⅠ（2012年12月刊行予定）
 ④ヨーロッパⅡ・北アメリカ（2013年1月刊行予定）
 ⑤中米・南アメリカ（2013年2月刊行予定）
 ⑥アフリカ（2013年3月刊行予定）

◆本体3,200円
◆菊判上製カバー装 320頁
◆取次搬入予定日／10月19日
◆発行予定部数／ 2000部

対象●公共図書館、小学
校～高校生

編集担当●松原
営業担当●中村

◆本体1,800円
◆A4変判上製カバー装 40頁
◆取次搬入予定日／10月19日
◆発行予定部数／ 3000部

対象●子ども、妖怪に興
味のある人

編集担当●桑垣
営業担当●中村

◆本体3,500円
◆A5判上製カバー装 240頁
◆取次搬入予定日／10月19日
◆発行予定部数／ 700部

対象●研究者・学生

編集担当●角田
営業担当●駒谷

定期刊行物

11月号（no.239）
隔月刊

ISBN 978-4-272-78017-4　C0336

［編］メディア総合研究所

特集　「ふるさとは負けない」岩手民放局の挑戦

●ドキュメンタリー台本●視聴者の眼●番組批評
●制作者の素顔●ラジオの現場から　ほか

◆本体476円 ◆取次搬入予定日／ 10月19日
◆B5判並製　72頁 ◆発行予定部数／ 4,000部

●対象　放送メディア関係者（研究者・労働者・視聴者）

no.49

ISBN 978-4-272-79149-1　C0331

［編］自治労連・地方自治問題研究機構

特集　公務員制度改革
 ―公務員バッシングに対抗する

●首長インタビュー　國定勇人新潟県三条市長●著者
に「肝」を聞く●弁護団レポート　ほか

◆本体 1,000 円 ◆取次搬入予定／ 10 月 3日
◆ A5判並製　128 頁 ◆発行予定部数／ 4,500 部

●対象　自治体労働者・研究者・議員・住民運動家

 哲学・思想　　ISBN 978-4-272-43907-2　C0310

唯物論研究年誌第17号〈いのち〉の危機と対峙する
［編］唯物論研究協会（ゆいぶつろんけんきゅうきょうかい）
 唯物論の研究および現代社会と文化に関する批判的研究の発展と交流を

目的とする1978年創立の全国学術団体。

〈いのち〉という人間の原点から思想をつむぐ
原発事故の究明や被害の補償が不透明にもかかわらず決行された再稼働。失業
者が増大するなかでの異常な生活保護バッシング。3.11後、なお、軽んじられ
続ける生存と生活に対し、〈いのち〉を軸に哲学・思想を組み立て直す。

■ 目　次 ■【特集】インタヴュー１　〈いのち〉を守る思想を「福島」で探る（長谷川
健一／荒木田岳）／インタヴュー２　奪われた世界で紡ぐ、かすかな
希望―ダルク女性ハウスに集う人々（上岡陽江）／〈いのち〉の承認
と連帯の倫理をめぐって（藤谷秀）／「生命権」の確立と「生存権」の
再構築―「福島」と「生活保護」をむすんで（吉崎祥司）／「人間の尊
厳」とは何か、それをいかに守るか（河野勝彦）／資本主義批判とし
ての『ショック・ドクトリン』（佐々木隆治）

【思想のフロンティア】放射線リスクの生命倫理―放射線被ばくの歴史
からみた功利主義批判（隅田聡一郎）／イギリスにおける多元主義的
社会理論の現在（佐藤春吉）

【レビュー・エッセイ】災害を通して見る民衆への信頼と希望―レベッ
カ・ソルニット『災害ユートピア』と社会運動への期待（新井田智幸）
／沖縄の歴史的経験に学ぶということ（和田悠）

【研究論文】民主主義教育の認識論的基礎―ヒラリー・パトナムの「民
主主義の認識論的正当化」を手がかりに（中村清二）
　

《シリーズ刊行開始》 児童・妖怪・郷土史　　ISBN 978-4-272-40871-9　C8339

妖怪の日本地図①　北海道・東北

［監修・文］千葉幹夫（ちば みきお）
 作家、評論家。『舌ながばあさん』（小学館）で講談社出版文化賞絵本賞。

著書『全国妖怪事典』（小学館）、『にっぽん妖怪地図』（角川書店）など。
［文］粕谷亮美（かすや りょうみ）
 宅配本屋サンタポスト主宰、ミニコミ誌「ＹＡ!!」編集人。著書『あな

たの知らないカビの話』（大月書店）ほか。
［絵］石井 勉（いしい つとむ）
 画家。絵本『つきよのゆめ』（ポプラ社）、『あかりちゃんえほん』（小峰

書店）、『絵本　子どもたちの日本史』（全５巻、大月書店）ほか。

あなたの出身県にも妖怪がいる！
全国300種程いると言われる妖怪を県別に紹介。雪国には雪女やつらら女が、海
には人魚や海坊主、山には天狗や山姥というように、自然や歴史、地域の生活と
妖怪の結びつきは深い。妖怪関連の史跡や言い伝え、巻末に妖怪出典一覧付。

■ 続　刊 ■②関東（2012年11月刊行予定）
 ③中部（2012年12月刊行予定）
 ④近畿（2013年１月刊行予定）
 ⑤中国・四国（2013年２月刊行予定）
 ⑥九州・沖縄（2013年３月刊行予定）
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