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 ノンフィクション　　ISBN 978-4-272-33073-7　C0036

あれからの日 を々数えて 
東日本大震災・一年の記録

［著］ＮＨＫ取材班（えぬえいちけーしゅざいはん）
2011年3月11日以降、「クローズアップ現代」
「福祉ネットワーク」「ETV特集」などの番組
を中心に、大津波の被害、放射能汚染、障害
者問題などを伝え続けてきた第一線のディレ
クター、カメラマンによる共同執筆。

密着取材による迫真のルポルタージュ
東日本大震災をさまざま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。甚大な被害をこうむった地域
の現状とそこに生きる人びとの声を伝えるべく、
密着取材をつづけた精鋭による迫真のルポ。
対象●一般

■目　次 ■１ 本当は、悲しいけれど
２ 復活の海へ―宮古・重茂漁協の闘い
 ハマナスの咲くふるさとで―釜石市・根浜集落
 故郷はどうなるのか―福島県双葉郡浪江町
 みんな一人じゃないからな―宮城・閖上中学校の仲間たち
３ 大震災下の障害者（1）
 大震災下の障害者（2）
  ●被災地からのメッセージ 出演者の今① 認知症グループホーム所長・
 　蓬田隆子さん
 ゆだね、引き受けるということ
  ●被災地からのメッセージ 出演者の今②　医師・山浦玄嗣さん
４ 「放射線汚染地図」から始まる未来―ポスト・フクシマ取材記
 浪江町警戒区域―福島第一原発20キロ圏内の記録

■ 関連書 ■河北新報社『河北新報のいちばん長い日―震災下の地元紙』（文藝春秋） 
  読売新聞社『記者は何を見たのか―3.11東日本大震災』（中央公論新社）

◆本体2,400円
◆46判並製カバー装 400頁
◆取次搬入予定日／3月19日
◆発行予定部数／2,500部

◆ 最 新 刊 ISBNには先頭に「978-4-272-」を付してご使用ください
刊行日 ご注文 書　名 本体 著訳編者名 ISBN

12/9 カラー図解 ストップ原発① 大震災と原発事故 2,800 野口邦和（のぐち くにかず）監修新美景子（にいみ けいこ）文 40841-2 A4上

12/16 労働再審⑤ ケア・協働・アンペイドワーク　揺らぐ労働の輪郭 2,600 仁平典宏・山下順子編 30185-0 46上

12/16 新福祉国家構想①　誰でも安心できる医療保障へ　皆保険50年目の岐路 1,900 二宮厚美・福祉国家構想研究会編 36071-0 46並

12/16 東日本大震災からの復興まちづくり 2,200 佐藤滋（さとう しげる）編著 33069-0 46並

12/16 絵本 子どもたちの日本史② 江戸時代の子どものくらし 2,400 加藤理（かとう おさむ）文石井勉（いしい つとむ）絵 40852-8 A4変

12/16 放送レポート 1月号（no.234）　特集＝日本スポーツの「これまで」とこれから 476 メディア総合研究所編 78012-9 B5並

12/22 月刊 クレスコ 1月号（no.130）　特集＝ベテラン教員は、今 476 クレスコ編集委員会・全教編 79330-3 B5並

1/10 季刊 自治と分権　no.46　特集＝新春インタビュー　今、日本に必要なこと 1,000 自治労連・地方自治問題研究機構編 79146-0 A5並

1/20 福島からあなたへ　 　　　　　　　　　　　　☆たちまち重版☆ 1,200 武藤類子（むとう るいこ）著森住卓（もりずみ たかし）写真 33070-6 46上

1/20 労働再審⑥　労働と生存権 2,600 山森亮（やまもり とおる）編 30186-7 46上

1/20 カラー図解 ストップ原発② 放射能汚染と人体 2,800 野口邦和（のぐち くにかず）監修新美景子（にいみ けいこ）文 40842-9 A4上

1/20 絵本 子どもたちの日本史③ 明治・大正の子どものくらし 2,400 加藤理（かとう おさむ）文石井勉（いしい つとむ）絵 40853-5 A4変

1/20 かならずわかるさんすうえほん 低学年⑤　おおきなかず 1,800 石井孝子（いしい たかこ）文高橋由為子（たかはし ゆいこ）絵 40705-7 B5変

1/20 日本の民主教育2011 2,800 教育研究全国集会2011実行委員会（千葉）編 40636-4 A5並

1/24 月刊 クレスコ 2月号（no.131）　特集＝いま、教職員組合だからできること 476 クレスコ編集委員会・全教編 79331-0 B5並

 2月新刊の取次店搬入日
2/10 消費税増税の大ウソ　「財政破綻」論の真実 1,200 山家悠紀夫（やんべ ゆきお）・井上伸（いのうえ しん）著 14059-6 46並

2/10 原発事故の被害と補償　フクシマと「人間の復興」 1,600 大島堅一（おおしま けんいち）・除本理史（よけもと まさふみ）著 33071-3 46並

2/20 いのちと責任　対談 高史明・高橋哲哉　　　★価格が変更になりました→ 2,000 高史明（こう しめい）・高橋哲哉（たかはし てつや）著　李孝徳編 43089-5 46上

2/20 どうする？ どうする？ ほうしゃせん ［普及版］ 900 山田ふしぎ（やまだ ふしぎ）著 40847-4 B5並

2/20 どうする？ どうする？ ほうしゃせん ［図書館版］ 1,600 山田ふしぎ（やまだ ふしぎ）著 40846-7 B5上

2/20 カラー図解 ストップ原発③ 電力と自然エネルギー 2,800 飯田哲也（いいだ てつなり）監修新美景子（にいみ けいこ）文 40843-6 A4上

2/20 絵本 子どもたちの日本史④ 戦争と子どものくらし 2,400 野上暁（のがみ あきら）文石井勉（いしい つとむ）絵 40854-2 A4変

2/20 放送レポート 3月号（no.235）　特集＝ラジオ記者、被災地を走る 476 メディア総合研究所編 78013-6 B5並

2/22 月刊 クレスコ 3月号（no.132）　特集＝〈3.11〉から1年　子どもたち・学校は今 476 クレスコ編集委員会・全教編 79332-7 B5並

4/上 『技術と人間』論文選　問いつづけた原子力　1972―2005 3,800 高橋昇（たかはし のぼる）・天笠啓祐（あまがさ けいすけ）・西尾漠（にしお ばく）編 33072-0 A5並

↑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。

大月書店　FAX 03－3813－4656
TEL 03－3813－4651（代表）
〒113－0033 東京都文京区本郷2－11－9
http://www.otsukishoten.co.jp/
E-mail：info@otsukishoten.co.jp

この紙面は注文書としてお使いいただけます。
冊数をご記入の上FAXでご送信ください。 ご担当　　　　　　　様

貴店名　帳合

遅
れ

4月号（no.133）
ISBN 978-4-272-79333-4　C0337

特集　教師になったあなたへ　2012　
この４月から教師になる人たちへ向けた、毎年恒例の好評企画。●教師
になったあなたへ（尾木直樹）●青年教師たちの座談会●どうする？ 学
級づくり／発達障害のある子との関わり／保護者との関係●教職員の権利

定期刊行物

◆本体476円
◆B5判並製 48頁
◆取次搬入予定日／3月22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）

２
刷

福島第一原発20キロ圏内の「浪江町警戒区域」



大月書店 2012.32 3※カバー画像はいずれもラフです

 政治・社会　　ISBN 978-4-272-21104-3　C0031

戦後社会運動史論②
高度成長期を中心に

［編］ 広川禎秀（ひろかわ ただひで）大阪市立大学名誉教授
 山田敬男（やまだ　たかお）労働者教育協会副会長

高度成長期の社会運動の歴史的意義と課題
60年安保、松川裁判、革新自治体の誕生、保育運動、学生運動、平和運動、基地
闘争、地域共闘など、高度成長期に高揚した社会運動を多面的に分析。その主体
形成を検討し、高度成長期の民主主義的な成熟と運動の関連を追求する。

■ 目　次 ■Ⅰ　高度成長期の社会運動史の中心課題　
 １　高度成長期の社会運動史研究の方法と課題（広川禎秀）
 ２　六〇年安保闘争史研究の意義と課題―研究史を中心に（上野輝将）
 ３　高度成長期の労働組合運動の社会的意味（山田敬男）
 ４　「革新自治体」論の課題について（大森 実）
Ⅱ　高度成長期における社会運動の展開
 １　一九六〇年代前半における地域共闘の展開
    ―和泉市山手中「学テ闘争」を中心に（森下 徹）
 ２　石川・宮森小ジェット機墜落事件に対する補償問題の展開
    ―戦後沖縄における人権擁護運動の転機として（櫻澤 誠）
 ３　空襲・戦災を記録する運動のはじまりに在ったもの
    ―横浜の空襲を記録する会の初期の活動から（福島在行）
 ４　一九六〇年代の保育問題研究活動（石月静恵）
 ５　大阪府夜学生演劇集団（府夜演）小史
    ―高度成長期学生文化運動の一断面（三輪泰史）

■ 既　刊 ■『戦後社会運動史論―1950年代を中心に』（広川禎秀・山田敬男編）

《シリーズ完結》 児童書・原発・放射能　　ISBN 978-4-272-40844-3　C8337

カラー図解 ストップ原発④ 原発と私たちの選択
［監修］辻 信一（つじ しんいち）

文化人類学者、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』（平凡社ライブラリー）、
編著に『ＧＮＨ』（大月書店）、監修に『ゆっくりノートブック』シリーズ
（全８冊、大月書店）など。

［文］高橋真樹（たかはし まさき）
ノンフィクションライター。平和協同ジャーナリスト基金奨励賞受賞。著書に
『紛争、貧困、環境破壊をなくすために世界の子どもたちが語る20のヒント』
（合同出版）など。

原発をどう考えるか、選択のために
私たちの社会はいつ、どうして原発を受け入れたのか。原発をどうしていけばい
いのか。これからの社会をどうしたいか。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、論点になる項目を広く取り上げる。

■ 既　刊 ■①大震災と原発事故（野口邦和監修／2011年12月刊）
 ②放射能汚染と人体（野口邦和監修／2012年1月刊）
 ③電力と自然エネルギー（飯田哲也監修／2012年2月刊）

◆本体2,800円
◆A4判上製カバー装
　40頁（フルカラー）
◆取次搬入予定日／3月26日
◆発行予定部数／ 3000部

対象●小学校高学年～高
校生

《シリーズ完結》 児童・歴史　　ISBN 978-4-272-40855-9　C8321

絵本 子どもたちの日本史⑤ 

現代の子どものくらし
［文］野上暁（のがみ あきら）　白百合女子大児童文化学科、東京成徳大学子

ども学部講師。日本ペンクラブ「子どもの本」委員長。
［絵］石井勉（いしい つとむ） 画家。作品に『つきよのゆめ』（ポプラ社）、『あ

かりちゃんえほん』（小峰書店）ほか。

高度経済成長期から東日本大震災まで
1960年代から現在まで子どもの暮らしは大きく変化します。パソコンや携帯
などのＩＴ機器の普及やそれに伴う情報社会の中で、いじめ自殺、少年事件、
「子どもの貧困」など、問題も様々です。古代から3.11までシリーズ完結。

■ 既　刊 ■①むかしむかしの子どものくらし（2011年11月刊）
 ②江戸時代の子どものくらし（2011年12月刊）
 ③明治・大正の子どものくらし（2012年1月刊）
 ④戦争と子どものくらし（2012年2月刊）

 教育・授業書　　ISBN 978-4-272-40831-3　C0337

明日の授業に使える小学校生活科 ［1年生］
［編］歴史教育者協議会（歴教協）
 1949年の結成から一貫して日本国憲法の理念を踏まえた歴史教育・社会

科教育の確立をめざし授業づくりの実践・研究・普及にとりくむ教員・研究
者・市民の団体。全国約400の支部を持ち、月刊誌『歴史地理教育』を発行。

楽しく生き生きと学べる生活科授業の新定番
ロングセラー『わかってたのしい社会科・生活科の授業』シリーズを、新学習指
導要領施行にあわせ全面改訂。全国各地でとりくまれた実践から、子どもたち
が生き生きと学べる教材と授業展開、指導のコツを丁寧に解説します。

 教育・授業書　　ISBN 978-4-272-40832-0　C0337

明日の授業に使える小学校生活科 ［2年生］
［編］歴史教育者協議会（歴教協）　同上

新人教師にもすぐ役立つ指導のコツが満載
全国各地でとりくまれた生活科学習の実践をわかりやすく授業書に。新学習指
導要領に対応し、子どもたちが生き生きと学べる教材と授業展開案、指導のコ
ツを丁寧に解説します。

■ 既　刊 ■明日の授業に使える小学校社会科 ［6年生］（2011年4月刊）
 明日の授業に使える小学校社会科 ［5年生］（2011年7月刊）
 明日の授業に使える小学校社会科 ［3・4年生］（2011年7月刊）

◆本体3,500円
◆46判上製カバー装 304頁
◆取次搬入予定日／3月9日
◆発行予定部数／ 1000部

対象●歴史研究者、政治
史研究者

◆本体2,400円
◆A4変判上製カバー装
　40頁（フルカラー）
◆取次搬入予定日／3月26日
◆発行予定部数／3000部

対象●小学校中学年～

本シリーズを推薦します
浅田次郎（作家・日本ペンクラブ会長）

歴史は私たちがかくある幸福と不幸とを、
正しく知るために学ぶもの。すなわち
この知識はあらゆる学問の母
であり、人生の礎です。

◆本体2,500円
◆B5判並製カバー装 160頁
◆取次搬入予定日／3月26日
◆発行予定部数／ 2,500部

対象●小学校教師・学校
関係者

◆本体2,500円
◆B5判並製カバー装 160頁
◆取次搬入予定日／3月26日
◆発行予定部数／ 2,500部

対象●小学校教師・学校
関係者

反響続 ！々
全４巻で、私たちの
未来の選択を考える
好評シリーズ完結
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【ノンフィクション】 ◆本体2,400円

あれからの日々を数えて 
 ISBN 978-4-272-33073-7　C0036

［著］ＮＨＫ取材班

【教育】 ◆本体476円

月刊 クレスコ 4月号（no.133）
特集　教師になったあなたへ 2012
 ISBN 978-4-272-79333-4　C0337

［編］広川禎秀・ 山田敬男

［編］クレスコ編集委員会・全日本教職員組合（全教）

【政治・社会】 ◆本体3,500円

戦後社会運動史論②
 ISBN 978-4-272-21104-3　C0031

【児童・歴史】 ◆本体2,400円
絵本 子どもたちの日本史⑤

現代の子どものくらし
 ISBN 978-4-272-40855-9　C8321

［文］野上暁（のがみ あきら）［絵］石井勉

【児童書・原発・放射能】 ◆本体2,800円
カラー図解 ストップ原発④

原発と私たちの選択
 ISBN 978-4-272-40844-3　C8337

［監修］辻信一（つじ しんいち）［文］高橋真樹

【教育・授業書】 ◆本体2,500円

明日の授業に使える小学校生活科［1年生］
 ISBN 978-4-272-40831-3　C0337

［編］歴史教育者協議会（歴教協）

【教育・授業書】 ◆本体2,500円

明日の授業に使える小学校生活科［2年生］
 ISBN 978-4-272-40832-0　C0337

［編］歴史教育者協議会（歴教協）


