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◆ 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 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　 　　☆2/26朝日書評掲載☆たちまち3刷☆ 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

2/10 消費税増税の大ウソ　「財政破綻」論の真実　　　　　　 ☆たちまち2刷☆ 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」　　　　　 ☆出足好調☆ 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　　　　　　　　　　　 ☆出足好調☆ 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 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

3/2 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

 3月新刊の取次店搬入日
3/9 戦後社会運動史論②　高度成長期を中心に 3,500 広川禎秀 （ひろかわ ただひで）・山田敬男 （やまだ たかお）編 21104-3 46上

3/19 あれからの日々を数えて　東日本大震災・一年の記録　　　　☆価格変更→ 2,200  ＮＨＫ取材班 著 33073-7 46並

3/22 月刊 クレスコ 4月号（no.133）　特集＝教師になったあなたへ 2012 476 クレスコ編集委員会・全教編 79333-4 B5並

3/26 カラー図解 ストップ原発④ 原発と私たちの選択 2,800 辻 信一（つじ しんいち）監修高橋真樹（たかはし まさき）文 40844-3 A4上

3/26 絵本 子どもたちの日本史⑤ 現代の子どものくらし 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

3/26 明日の授業に使える小学校生活科 ［1年生］ 2,500 歴史教育者協議会（歴教協）編 40831-3 B5並

3/26 明日の授業に使える小学校生活科 ［2年生］ 2,500 歴史教育者協議会（歴教協）編 40832-0 B5並

4月 『技術と人間』論文選　問いつづけた原子力　1972―2005 4,200 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。

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

３
刷

 福祉国家論　　ISBN 978-4-272-43090-1　C0030

マルクス主義と福祉国家
［著］聽濤 弘（きくなみ ひろし）

京都大学経済学部中退。1967年より日本共産党中央委
員会勤務。国際部長、政策委員長、常任幹部会員を歴任。
元参議院議員。主な著書『21世紀と社会主義』『資本主
義か社会主義か』『ソ連はどういう社会だったのか』（い
ずれも新日本出版社）、『カール・マルクスの弁明』『レー
ニンの再検証』（いずれも大月書店）。

社会主義の展望のなかに福祉国家はどう位置づくのか
世界的な資本主義と福祉の危機に対する多様な福祉国家論
の論点を整理し、マルクス主義の社会発展の展望のなかで、
福祉国家はどう位置づけられるのかを解明する。そのうえ
で、福祉を完全に保障する新しい社会経済システムを探求。

対象●福祉国家論に関心のある研究者、知識人

■目　次 ■第一章　多種多様な今日の福祉国家論
第二章　マルクス主義と福祉国家
第三章　福祉国家の課題と社会民主主義の限界
第四章　ヨーロッパの危機と左翼勢力（ロレンツォ・ジャノッティ）
第五章　「新しい社会経済システム」の探求
おわりに　今日の世界とマルクス
補　論　若干の新しい理論的諸問題について

■ 関連書 ■二宮厚美・福祉国家構想研究会編『新福祉国家構想①誰でも安心できる医療
保障へ』（大月書店）

 福祉国家と基本法研究会編著『新たな福祉国家を展望する』（旬報社）
 神野直彦・宮本太郎編『自壊社会からの脱却』（岩波書店）
 広井良典『創造的福祉社会』（筑摩書房）

遅
れ

◆本体2,000円
◆46判上製カバー装 248頁
◆取次搬入予定日／4月20日
◆発行予定部数／ 2000部

２
刷



大月書店 2012.42 3※カバー画像はいずれもラフです

 原発・社会問題・メディア　　ISBN 978-4-272-33074-4　C0036

原発テレビの荒野
政府・電力会社のテレビコントロール

［著］加藤久晴（かとう ひさはる）
日本テレビディレクター・東海大学文学部教授を経て、現在メディア総合
研究所研究員。主な担当番組「NNNドキュメント」「田英夫リポート」ほか
でJCJ賞・地方の時代映像賞・ギャラクシー賞などを受賞。『21世紀のマス
コミ②放送』（共著）、『マスコミの明日を問う①放送』（共著）、『映画のな
かのメディア』（いずれも大月書店）ほか著作多数。

テレビが作ってきた「原発神話」の虚妄！
テレビが真っ当に原発と向き合っていたならば、原発事故は起きなかったのでは
ないか。原発推進テレビ映像の数々と、そのなかでも製作されてきた反原発番組、
それらが受けた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。

■ 目　次 ■第１章　地ならしされて“一望の荒野” に―大量のＣＭと広報番組
 第２章　荒野の中の警告映像―予告されていたメディアの位置
 第３章　荒野にも星は輝く―真っ当な番組たちの闘い
 第４章　荒野を緑野に―3・11以降と今後

5月号（no.134）

ISBN 978-4-272-79334-1　C0337

［編］クレスコ編集委員会・全日本教職員組合（全教）

特集　徹底批判　大阪「教育基本条例」　

教育への政治介入を制度化し、子どもと学校に競
争を強いる大阪「教育基本条例」は、全国の教育・
学校にとっての問題だ。現場からの徹底批判。
●教育学の見地から（佐藤学）●憲法の観点から
●大阪の学校は今●今後のとりくみ

◆本体476円 ◆取次搬入予定日／ 4月24日
◆B5判並製　48頁 ◆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

定期刊行物

5月号（no.236）
隔月刊

ISBN 978-4-272-78014-3　C0336

［編］メディア総合研究所

特集　「原発爆発」撮影の舞台裏

●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●スポーツと
マスコミ●映画の中のマスコミ●話題の本から　
●放送をめぐる動き　ほか

◆本体476円 ◆取次搬入予定日／ 4月20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.47

ISBN 978-4-272-79147-7　C0331

［編］自治労連・地方自治問題研究機構

特集　東日本大震災１周年
　　　どうなる自治体と住民のくらし

●首長インタビュー 森雅志富山市長●著者に「肝」
を聞く●わがまちの条例●弁護団レポート ほか

◆本体1,000円 ◆取次搬入予定／ 4月6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

ご報告

『増補版 まんが原発列島』の印税より、
18万円を「未来の福島こども基金」へ
寄付させていただきました。放射線測
定器の購入などに活用いただきます。

★基金の活動についてはHPをご参照ください
　http://fukushimachildrensfund.org/

たくさん売っていただき
ありがとうございました！

書名 著者等 ISBN978-4-272  刊行年月  本体価 ご注文

音楽と数学の交差　★3刷 桜井進・坂口博樹 44038-2 2011/5 1,800円

福島からあなたへ　★3刷 武藤類子 33070-6 2012/1 1,200円

原発・放射能図解データ　★3刷 野口邦和監修 44039-9 2011/8 1,800円

東日本大震災からの復興まちづくり 佐藤滋編 33069-0 2011/12 2,200円

ミニシアター巡礼 代島治彦 61226-0 2011/9 2,500円

ドキュメント アメリカ先住民 ★2刷 鎌田遵 33067-6 2011/11 2,800円

自然農という生き方　★3刷 川口由一・辻信一 32038-7 2011/5 1,200円

いよいよローカルの時代　★4刷
ヘレナ・ノーバーグ＝
ホッジ・辻信一

32035-6 2009/6 1,200円

新版 ブランドなんか、いらない ナオミ・クライン 33061-4 2009/8 3,500円

さよなら、消費社会 カレ・ラースン 33046-1 2006/5 2,200円

茶色の朝　★19刷 フランク･パヴロフ 60047-2 2003/12 1,000円

近代天皇制国家の歴史的位置 ★2刷 安田浩 52085-5 2011/10 3,400円

ご担当　　　　　　様

貴店名　帳合
書店の
皆様へ 店頭で売行好調の既刊書

2011年10月～ 2012年2月累計

FAX 03－3813－4656

◆本体1,600円
◆46判並製カバー装 256頁
◆取次搬入予定日／4月6日
◆発行予定部数／ 2500部

対象●震災・原発事故と
メディア・放送に関心を
寄せる人
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既刊書・関連書　今月新刊の関連書や書評・重版等で紹介した本です
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南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち ◆本体6,000円

［編］小野賢二・藤原彰・本多勝一  ISBN 978-4-272-52042-8

南京の日本軍 ◆本体1,200円

［著］藤原彰  ISBN 978-4-272-52051-0

 「百人斬り競争」と南京事件 ◆本体2,600円

［著］笠原十九司 ISBN 978-4-272-52080-0冊

【福祉国家論】 ◆本体2,000円

マルクス主義と福祉国家 
 ISBN 978-4-272-43090-1　C0030

［著］聽濤弘 （きくなみ ひろし）

［著］加藤久晴（かとう ひさはる）

【原発・社会問題・メディア】 ◆本体1,600円

原発テレビの荒野
 ISBN 978-4-272-33074-4　C0036

【地方自治・行財政・労働】 ◆本体1,000円

季刊 自治と分権（no.47）
特集　東日本大震災１周年 どうなる自治体と住民のくらし
 ISBN 978-4-272-79147-7　C0331

［編］自治労連・地方自治問題研究機構

【放送・メディア】 ◆本体476円

放送レポート 5月号（no.236）
特集　「原発爆発」撮影の舞台裏
 ISBN 978-4-272-78014-3　C0336

［編］メディア総合研究所

【教育】 ◆本体476円

月刊 クレスコ 5月号（no.134）
特集　徹底批判　大阪「教育基本条例」
 ISBN 978-4-272-79334-1　C0337

［編］クレスコ編集委員会・全日本教職員組合（全教）


