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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

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　 　　 　☆朝日新聞、共同配信ほかで書評☆ 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　　☆大好評！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」 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 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

3/9 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 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 40855-9 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

4/10 『技術と人間』論文選　問いつづけた原子力　1972―2005 5,200 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

4/10 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 1,000 自治労連・地方自治問題研究機構編 79147-7 A5並

4/10 原発テレビの荒野　政府・電力会社のテレビコントロール 1,600 加藤久晴（かとう ひさはる）著 33074-4 46並

4/20 マルクス主義と福祉国家 2,000 聽濤 弘（きくなみ ひろし）著 43090-1 46上

4/20 放送レポート 5月号（no.236）　特集＝「原発爆発」撮影の舞台裏 476 メディア総合研究所編 78014-3 B5並

4/24 月刊 クレスコ 5月号（no.134）　特集＝大阪「教育条例」を問う 476 クレスコ編集委員会・全教編 79334-1 B5並

 5月新刊の取次店搬入日
5/18 市場社会と人間の自由　社会哲学論選 3,800 カール・ポランニー著若森みどり・植村邦彦・若森章孝編訳 43091-8 46上

5/18 これならわかる台湾の歴史Q&A 1,500 三橋広夫（みつはし ひろお）著 50198-4 A5並

5/23 月刊 クレスコ 6月号（no.135）　特集＝原発・放射能のいまと教育 476 クレスコ編集委員会・全教編 79335-8 B5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。
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 政治・経済　　ISBN 978-4-272-15040-3　C0033

TPP問題の新局面
とめなければならないこれだけの理由
［編］田代洋一（たしろ よういち）

1943年千葉県生まれ。東京教育大学文学部卒。博士（経
済学）。大妻女子大学社会情報学部教授。主著:『地域農
業の担い手群像』(農文協）。

アメリカのねらい、日本のダメージ―最新の論点を提示
事前協議にはいったTPP問題はあらたな局面を迎えている。
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
ジを具体的に分析し、「オール北海道」の取組み、先取りと
しての米韓FTAの実態をふまえて、運動の課題を提起する。

対象●農業関係者、反TPP団体・個人

■目　次 ■序　章　アジア太平洋時代におけるTPPの政治と経済（田代洋一）
 第１章　アメリカはTPPで何を狙うのか（磯田宏）

アメリカがNAFTAで獲得した投資の自由化と権益保護／NAFTA
からTPPへ／TPPの対日ターゲット

 第２章　日本経済・国民生活をめぐるTPPの基本争点（磯田宏）
TPPは輸出立国日本にとって不可欠か／「日本の国内市場は縮小す
るから投資立国を目指すべき」か／日本農業は「鎖国」「過保護」か

 第３章　ゼロ関税ショックとの戦い　北海道農業（東山實）
なぜ北海道はTPPに反対しているのか／TPPは関税撤廃の例外を
認めているか／農業対策で北海道農業は守れるか／オール北海道
でTPPに反対する

 第４章　TPPを先取りする米韓FTA（品川優）
米韓同盟と米韓FTA／米韓FTAによる韓国経済・農業の検証

 おわりに

◆本体2,000円
◆A5判並製カバー装 184頁
◆取次搬入予定日／6月6日
◆発行予定部数／ 2000部
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大月書店 2012.62 3※カバー画像はいずれもラフです

◆本体2,800円
◆46判並製カバー装 296頁
◆取次搬入予定日／6月20日
◆発行予定部数／ 1300部

対象●社会保障・福祉・
自治体関係者、貧困問題
に関心のある読者

 社会保障・社会問題　　ISBN 978-4-272-33075-1　C0036

「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

［編］都留民子（つる たみこ）
県立広島大学保健福祉学部教授（社会保障・失業および貧困研究）。主な
著作：『フランスの貧困と社会保護』（法律文化社）、『失業しても幸せでい
られる国―フランスが教えてくれること』（日本機関誌出版センター）

［著］高林秀明・堀木晶子・増淵千保美・唐鎌直義
 （たかばやし ひであき）熊本学園大学社会福祉学部准教授（地域福祉・障

がい者福祉）。主な著作：『健康・生活問題と地域福祉』（本の泉社）、『障害
者・家族の生活問題』（ミネルヴァ書房）
（ほりき あきこ）「ほりき経営・年金相談室」特定社会保険労務士・年金コ
ンサルタント。主な著作：「『働くこと』の意味―広島における面接調査
の高齢者たち」（『月刊ゆたかなくらし』307号）
（ますぶち ちほみ）尚絅大学短期大学部幼児教育学科専任講師（児童福
祉）。主な著作：『児童養護問題の構造とその対策体系―児童福祉の位置
と役割』（高菅出版）
（からかま なおよし）立命館大学産業社会学部教授（社会保障・国民生活
研究）。主な著作：『日本の高齢者は本当にゆたかか』（萌文社）、『どうす
る！あなたの社会保障』（編著①医療②介護③年金④生活保護、旬報社）

人は失業をどう受けとめ、いかに生きるのか
構造改革、そして3.11以後、不安定雇用と失業が増大する日本。とりわけ地方で
は、就労と生活の厳しさがより激化している。その実像を大量失業地域150人の
切実な語りから描き出し、貧困を根絶する社会保障制度の構築を訴える。

■ 目　次 ■序　章　社会的貧困の再発見のために　
 第１章　田川・大牟田地域の特徴　
 第２章　「労働」と「家族」のアイデンティティの研究方法
 第３章　14人のオーラルヒストリー―人々はどのように生きているか
 第４章　「労働」と「家族」のアイデンティティ―８グループの特徴
 第５章　「労働」の限界・「家族」の限界，「社会化」されないニーズ　
 補　論　日本における稼働能力者の貧困と社会保障　

■ 関連書 ■ディディエ・ドマジエール『失業の社会学』（法律文化社、2003年）

 歴史・教育　　ISBN 978-4-272-41217-4　C0037

忘却に抵抗するドイツ
歴史教育から「記憶の文化」へ

［著］岡裕人（おか ひろと）
1962年兵庫県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。89
年渡独、コンスタンツ大学大学院歴史学科にて博士号取得。ドイツ桐蔭
学園校長代理を経て、2012年4月よりフランクフルト日本人国際学校事
務局長。現在、滞独22年。著書に『シュテューリンゲン方伯領の農民戦
争と15世紀半ば以降のその前史』、共著に『世界史カリキュラム　国際
化に向かう歴史教育』（共にドイツ）などがある。

「記憶」を未来に伝え、社会を動かす力に
「過去」と向き合い、記憶にとどめ伝えてきたドイツ。東西ドイツの統一、EU統
合と経済危機、移民の増加、兵役の廃止…新たな局面を迎えてドイツはどこへ向
かおうとしているか。「記憶」をキーワードにドイツの過去・現在・未来を読み解く。

■ 目　次 ■はじめに―変容するドイツ　「記憶」への新たな取り組み
 １章　記憶を伝える
 　１　歴史の授業―第三帝国（ナチス政権時代）を学ぶ
 　２　ホロコーストの課外授業『ゲルダの沈黙』
 　３　市民に伝える記憶
 ２章　記憶は変わる
 　１　戦後二つのドイツの記憶と歴史認識の変化
 　２　統一ドイツと冷戦後のヨーロッパの記憶
 ３章　記憶と対話
 　１　ゲオルク・エッカート国際教科書研究所を訪ねて
 　２　ドイツ・ポーランド教科書対話をたどる
 　３　移りゆく時代とともに
 ４章　記憶と未来―課題と挑戦
 　１　記憶と平和
 　２　記憶と統合
 　３　記憶を未来に伝える
 おわりに―忘却に抵抗する国　ドイツの選択

◆本体1,800円
◆46並製カバー装 208頁
◆取次搬入予定日／6月20日
◆発行予定部数／ 1,800部

対象●ドイツの歴史・歴
史教育・「記憶の文化」
に関心のある読者

7月号（no.136）

ISBN 978-4-272-79336-5　C0337

［編］クレスコ編集委員会・全日本教職員組合（全教）

特集　お金の心配なく学べる社会に　

全国の自治体がおこなっている教育費補助制度を
紹介しつつ、国の責任による教育費完全無償化を
求める特集。●自治体へのアンケート結果から●
自治体独自の教育費補助制度：内容と課題●住民
のとりくみ　ほか

◆本体476円 ◆取次搬入予定日／ 6月22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

7月号（no.237）
隔月刊

ISBN 978-4-272-78015-0　C0336

［編］メディア総合研究所

特集　原発事故１年　放送に出なかった人々　

●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／ 6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）
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