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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

4/10 『技術と人間』論文選 問いつづけた原子力 1972―2005　☆6/17朝日書評掲載 5,200［編］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） 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［編］自治労連・地方自治問題研究機構 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［著］加藤久晴（かとう ひさはる） 33074-4 46並

4/20 マルクス主義と福祉国家 2,000［著］聽濤 弘（きくなみ ひろし） 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［編］メディア総合研究所 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［編］クレスコ編集委員会・全教 79334-1 B5並

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

5/23 市場社会と人間の自由　社会哲学論選 3,800［著］カール・ポランニー［編訳］若森みどり・植村邦彦・若森章孝 43091-8 46上

5/23 月刊 クレスコ 6月号（no.135）　特集＝「原発・放射能」問題をどう教えるか 476［編］クレスコ編集委員会・全教 79335-8 B5並

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月新刊の取次店搬入日
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 日本社会の歴史 上　原始・古代～近世　　　　　　　　　　  ☆定価変更→ 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

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＝子どもたちの願いにどう応えるか 476［編］クレスコ編集委員会・全教 79337-2 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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 環境問題・自然エネルギー・脱原発　　ISBN 978-4-272-33076-8　C0036

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

［著］田口理穂（たぐち りほ）

ジャーナリスト。地方紙記者を経て1996年よりドイツ・
ハノーファー在住。州立ハノーファー大学で社会学修
士号取得。『オルタナ』『WEB RONZA』『クーヨン』ほか
多くの媒体でドイツの生活事情や環境、労働問題につい
て執筆している。共著に『ニッポンの評判』『「お手本の
国」のウソ』（ともに新潮新書）。本書が初の単著となる。

ドイツの脱原発を支えた市民の行動力を活写
南ドイツの小さな町シェーナウで、チェルノブイリ事故を
受け立ち上がった親たちの反原発運動が、電力の地域独占
体制を打ち破り、ドイツ初の自然エネルギー専門電力会社
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。

対象●脱原発、自然エネルギー、電力自由化に関心のある読者

■目　次 ■第１章　福島原発の事故とドイツへの影響
 第２章　市民運動から電力会社設立へ
 第３章　シェーナウ電力会社のめざすもの
 第４章　エネルギーの市民参加こそ脱原発の道
    ―ウルズラ・スラーデクさんへのインタビュー
 第５章　ドイツのエネルギー政策と反原発運動
 付　録　「原子力に反対する100個の十分な理由」（抄訳）　

■ 関連書 ■熊谷徹『なぜメルケルは「転向」したのか―ドイツ原子力40年戦争の真実』
（日経BP社)

 ミランダ・Ａ・シュラーズ『ドイツは脱原発を選んだ』（岩波ブックレット）

◆本体1,700円
◆46判並製カバー装 224頁
◆取次搬入予定日／8月24日
◆発行予定部数／ 2500部

9月号（no.138）

ISBN 978-4-272-79338-9　C0337

［編］クレスコ編集委員会・全日本教職員組合（全教）

特集　廃止しかない！ 教員免許更新制　

「廃止すべき」の声が圧倒的多数となっている教員
免許更新制。そのねらい・実態・問題を確認する。
●全教のアンケート結果から●教員の声●更新制
の実態と政策動向●課題ととりくみ

◆本体476円 ◆取次搬入予定日／ 8月23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

9月号（no.238）
隔月刊

ISBN 978-4-272-78016-7　C0336

［編］メディア総合研究所

特集　被災地・仙台の放送局はいま　

●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／ 8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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大月書店 2012.82 3※カバー画像はいずれもラフです

◆本体2,400円
◆46判並製カバー装 272頁
◆取次搬入予定日／8月6日
◆発行予定部数／ 1500部

対象●原発問題に関心の
高い研究者、市民

 教育・子どもの貧困　　ISBN 978-4-272-36072-7　C0336

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

［編］世取山洋介・福祉国家構想研究会
（よとりやま ようすけ）新潟大学教育人間科学部准教授。共編書に『新
自由主義教育改革―その理論・実態と対抗軸』『安倍流「教育改革」で学
校はどうなる』（ともに大月書店）ほか。
（ふくしこっかこうそうけんきゅうかい）新たな福祉国家型の社会再建
をめざして、現代日本の状況を批判的に分析し、各領域における基本政
策を検討・構想する研究会。代表：岡田知弘・後藤道夫・二宮厚美・渡辺治。

親の教育費負担は当然、という常識を覆す
日本では、子どもの教育人権を保障する公教育の無償性は、なぜ実現されないま
まなのか？　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。

■ 既　刊 ■①『誰でも安心できる医療保障へ』（2011年12月刊）

■ 続　刊 ■②『失業しても暮らせる保障制度の構築』（仮題）
 ③『福祉国家型財政への転換』（仮題）
 ④『老後に不安のない介護保険の再設計』（仮題）

 生命倫理・医学　　ISBN 978-4-272-33077-5　C0036

死体は見世物か
「人体の不思議展」をめぐって

［著］末永恵子（すえなが けいこ）
 福島県立医科大学講師。著書『戦時医学の実態―旧満州医科大学の研

究』（樹花舎）。主な論文「『人体の不思議展』の倫理的問題点について」
（『生命倫理』20号）。

遺体の尊厳に対して私たちはどう臨むべきか
死体の標本を一般展示する「人体の不思議展」は日本中を巡回して延べ980万人
を動員した。死者への冒涜、本人や家族の了解がないことなど、倫理的諸問題を
明らかにし、展示をめぐる学界、自治体、マスコミの責任を追及する。

■ 目　次 ■序　章　死体の処遇を考える
 第１章　世界初のプラスティネーション人体標本の一般公開
 第２章　「人体の不思議展」はなぜ問題か
 第３章　「人体の不思議展」を支えた構造
 第４章　諸外国における人体展示―規制と反対運動を中心に
 第５章　死体利用の歴史―収集と展示および解剖学実習を中心に
 終　章　死体の将来

■ 関連書 ■フランク・ヴェスターマン『エル・ネグロと僕―剥製にされたある男の
物語』（大月書店）

 バーバラ チェイス=リボウ『ホッテントット・ヴィーナス―ある物語』
（法政大学出版局）

 哲学・思想・原発　　ISBN 978-4-272-43092-5　C0010

脱原発と工業文明の岐路
［著］岩佐茂・高田純
 （いわさ しげる）一橋大学名誉教授。環境哲学。
 （たかだ まこと）札幌大学教授。近代ドイツ哲学、環境哲学。

哲学は、3.11をどう受けとめるのか
「ポスト３・11」がもたらす歴史的転換についての哲学的なアプローチ。近代工業
文明に対する問い、科学技術と政治思想、低線量被曝をめぐる論点、自然観の再
検討、日本人の「美徳」や伝統思想、脱工業社会における共同など、多角的に考察。

■ 目　次 ■序　論　哲学は3.11をどう受け止めるか
 第１部　ポスト3.11の文明論的意味
 第２部　問われる原発依存
 第３部　問われる科学・技術
 第４部　問われる工業文明
 第５部　脱工業社会における共同

 戦後史・女性史・児童福祉　　ISBN 978-4-272-35036-0　C0036

戦後日本の人身売買
［著］藤野 豊（ふじの ゆたか）
 敬和学園大学教授。日本近現代史研究。著書に『強制された健康』（吉川

弘文館）、『「いのち」の近代史』（かもがわ出版）、『性の国家管理』（不二出版）、
『忘れられた地域史を歩く』（大月書店）、『ハンセン病と戦後民主主義』（岩波
書店）など。

各地の史資料を渉猟、研究史の空白を埋める貴重な成果
超インフレ、ドッジ不況、農地改革、北海道・東北冷害、炭鉱不況……目まぐる
しく変動する戦後の日本で、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。これらは「戦後民主主義」の下、どのような論理で維持・正当
化されてきたのか。1940年代後半から1950年代を中心に、現代につながる問題
の実態を明らかにする。

 日本史　　ISBN 978-4-272-52097-8　C0321

日本社会の歴史 下　近代～現代

［編］歴史教育者協議会（れきしきょういくしゃきょうぎかい：歴教協）

［著］大日方純夫・山田朗・早川紀代・石山久男
（おびなた すみお）早稲田大学教授
（やまだ あきら）明治大学教授
（はやかわ のりよ）明治大学講師
（いしやま ひさお）元歴史教育者協議会委員長

いま捉え直す、日本社会の仕組みの変遷
アジアとの関係、民衆の歴史、女性史・ジェンダー史に光をあて、マイノリティ
ーや辺境からの視点を重視。中高生からシニア世代まで、コンパクトに学べる日
本通史。下巻では幕末のペリー来航から東日本大震災後の現代までを描く。

■ 既　刊 ■『日本社会の歴史（上）原始・古代～近世』（2012年7月刊）

◆本体2,900円
◆46判並製カバー装 520頁
◆取次搬入予定日／8月24日
◆発行予定部数／ 1,800部

対象●教育関係者・研究
者

◆本体1,800円
◆46判並製カバー装 216頁
◆取次搬入予定日／8月6日
◆発行予定部数／ 1800部

対象●医療関係者、「人
体の不思議展」の観客

◆本体2,500円
◆A5判並製カバー装 368頁
◆取次搬入予定日／8月24日
◆発行予定部数／ 2,500部

対象●一般

◆本体3,900円
◆46判上製カバー装 400頁
◆取次搬入予定日／8月24日
◆発行予定部数／ 1,300部

対象●人身売買、買売春、
児童労働などに関心のあ
る読者、研究者
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