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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

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　　☆7/22朝日・日経ダブル書評！ 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

7/10 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

9/20 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

8月新刊の取次店搬入日
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

9/20 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

↑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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貴店名　帳合
 海外ノンフィクション　　ISBN 978-4-272-33078-2　C0036

ウォール街を占拠せよ
はじまりの物語

［著］ライターズ・フォー・ザ・99％（Writers for the 99%）
「ウォール街を占拠せよ」の中で本書執筆のために結成
されたグループ。作家、研究者、芸術家、活動家など
約60名で構成される。

［訳］芦原省一（あしはら せいいち）
2011年10月、ナオミ・クラインのスピーチ「ウォール
街を占拠せよ：今世界でもっとも重要なこと」の日本語
訳をインターネット上に公開して活動を開始。同訳は
短期間に多数の読者に読まれ、朝日新聞「論壇時評」
に紹介される。占拠運動の世界的な意義を伝達するこ
とを軸に、その活動は現在も進行中、生成中。
ツイッターアカウント：@BeneVerba

［解説］高祖岩三郎（こうそ いわさぶろう）
翻訳家、批評家。ニューヨーク在住。著書に『新しいア
ナキズムの系譜学』（河出書房新社）『ニューヨーク烈伝』
（青土社）、訳書にデヴィッド・グレーバー『アナーキス
ト人類学のための断章』『資本主義後の世界のために』
（ともに以文社）ほか。

国境を越えた新たな蜂起のはじまりをいきいきと描く
資本主義の中枢ウォール街で起こった「占拠（オキュパイ）」運動。代表や統一要求
をもたず、徹底して直接民主主義を実践する特異な運動は、誰が、どのように生み
出したのか。参加者の多彩な声とともに新たな革命の時代のうねりを活写する。

■ 関連書 ■『オキュパイ！ガゼット』編集部編『私たちは “99％” だ―ドキュメント 
ウォール街を占拠せよ』（岩波書店）

 サラ・ヴァン・ゲルダー『99％の反乱―ウォール街占拠運動のとらえ方』（バジリコ）
 ナオミ・クライン『新版　ブランドなんか、いらない』（大月書店）

◆本体2,200円
◆46判並製カバー装 272頁
◆取次搬入予定日／9月20日
◆発行予定部数／ 2000部

対象●社会運動、現代思
想に関心のある一般読者、
研究者

定期刊行物

10月号（no.139）
ISBN 978-4-272-79339-6　C0337

特集　学校統廃合・学校選択制は、今
学校統廃合・学校選択制問題を批判的に検証し、学校が地域づくりに果
たす役割を明らかにする特集。●学校統廃合問題と反対運動の広がり●
被災地における学校統廃合問題●学校選択制見直しの動き　ほか

◆本体476円
◆B5判並製 48頁
◆取次搬入予定日／9月24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 2012.92 3※カバー画像はいずれもラフです

◆本体2,600円
◆A5判並製カバー装 312頁
◆取次搬入予定日／9月7日
◆発行予定部数／ 2500部

対象●農業・食料問題に
関心のある学生・一般読
者、農業関係者

 フランス文学、サン=テグジュペリ　　ISBN 978-4-272-60050-8　C0097

僕の知っていたサン=テグジュペリ
［著］レオン・ウェルト（Léon Werth）
 （1878―1955）フランスのジャーナリスト、小説家、美術評論家。反ファ

シズムの雑誌「モンド」編集長、「ユマニテ」紙の文芸欄担当などを歴任。
サン=テグジュペリから『星の王子さま』『ある人質への手紙』を捧げら
れている。2005年フランスで没後50年を記念する数々のイヴェントが
催され、著書の復刊のほか評伝『反骨の人―レオン・ウェルト1878―
1955』も出版。本書が初めての邦訳単行本となる。

［巻頭エッセイ］池澤夏樹（いけざわ なつき）
 1987年『スティル・ライフ』で中央公論新人賞及び第98回芥川賞を受賞

以降、数々の賞を受賞。小説、詩、評論、エッセイ、童話、紀行など数多
くの著書・編書・翻訳書がある。2005年には『星の王子さま』の新訳を
刊行し、その後、絵本版とコミック版の翻訳も手がける（すべて集英社）。

［訳］藤本一勇（ふじもと かずいさ）
 早稲田大学文学学術院教授（哲学・表象メディア論）。著書に『外国語学

（ヒューマニティーズ）』（岩波書店）、『批判感覚の再生』（白澤社）ほか。
訳書にフランク・パヴロフ『茶色の朝』（大月書店）、ジャック・デリダ『ア
デュー　エマニュエル・レヴィナスへ』（岩波書店）ほか。

フランスで再評価高まるウェルトの邦訳初刊行
サン=テグジュペリから『星の王子さま』を捧げられたウェルト。日記や手紙、
サン=テグジュペリによる絵、未公表写真なども多数収録。二つの世界大戦のは
ざまで出会い、深い友情で結ばれた二人の「魂の共鳴」が静かに響く。

■ 関連書 ■サンテグジュペリ『星の王子さま』（池澤夏樹訳、集英社文庫） 
 アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ『サン=テグジュペリ・コレクション

全7巻』（山崎庸一郎訳、みすず書房）

 経済・格差問題　　ISBN 978-4-272-11116-9　C0033

99％のための経済学入門
マネーがわかれば社会が見える

［著］山田博文（やまだ ひろふみ）
群馬大学教育学部教授（金融経済）。商学博士。(財)日本証券経済研究所、
八戸大学をへて現職。『国際管理の構造分析』（日本経済評論社）、『金融自
由化の経済学』『これならわかる金融経済（第1・2版）』（いずれも大月書
店）ほか著書多数。

１％のための経済から、99％のための経済へ
富める者がますます富む「1％のための経済」やそれに仕える経済学を脱し、99％
の生活者の幸福のための経済学へ。日本経済のかかえる “おかしさ” をやさしい
言葉で解きほぐし、誰もが安心して暮らせる社会への道すじを描く。

■ 関連書 ■  ジョセフ・E・スティグリッツ 『世界の99%を貧困にする経済』（徳間書店）
 マイケル・サンデル『それをお金で買いますか―市場主義の限界』（早川書房）
 ジョセフ・ヒース『資本主義が嫌いな人のための経済学』（NTT出版）

 経済学（経済理論・マルクス経済学）　　ISBN 978-4-272-11117-6　C0033

貨幣経済と資本蓄積の理論
［著］石倉雅男（いしくら まさお）
 1959年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科教授。専門は、政治経済

学・経済理論。著書に『金融と所得分配』（共著、日本経済評論社）ほか。
翻訳書にロバート・ブレナー『ブームとバブル』（共訳、こぶし書房）ほか。

貨幣経済の構造と動態を解明する基礎理論
マルクスとケインズの貨幣理論を基礎に、現代政治経済学のアプローチを用いて、
貨幣経済の構造と動態に迫る。現代経済における金融不安定性、資本蓄積と所得
分配との関係、等を解明するための分析視角を提示。

■ 目　次 ■第Ⅰ部　貨幣経済の政治経済学
 第Ⅱ部　資本・賃労働関係の政治経済学
 第Ⅲ部　資本蓄積・実現利潤・負債構造の政治経済学

■ 関連書 ■大西広『マルクス経済学』（慶應義塾大学出版会）
 ケインズ学会編『危機の中で〈ケインズ〉から学ぶ』（作品社）
 マウリツィオ・ラッツァラート『〈借金人間〉製造工場』（作品社）
  　※著者が「日本語版解説」を担当

 農、食、農業経済、地域経済　　ISBN 978-4-272-14060-2　C0033

農業・食料問題入門
［著］田代洋一（たしろ よういち）
 1943年生まれ。農林水産省、横浜国立大学教授を経て、2008年度より

大妻女子大学教授。著書に『TPP問題の新局面』（大月書店）、『地域農業の
担い手群像』（農山漁村文化協会）、『反TPPの農業再建論』（筑波書房）ほか。

定番テキストの最新改訂版
農業・食料問題の歴史と「今」がわかる定番テキスト、『新版　農業問題入門』
（2003年刊、12刷）を全面改訂。政権交代後の農業政策やTPP、東日本大震災の
影響などの最新状況を盛り込み、農と地域の再生を展望。

■ 目　次 ■第１部　農業・食料問題とは何か
  第1章　農業とは何か
  第2章　資本主義の農業・食料問題
 第２部　農業・食料問題の展開
  第3章　戦後改革期の農業問題
  第4章　高度経済成長期の農業問題
  第5章　転換期の農業・食料問題
  第6章　グローバル化と農業・食料問題
 第３部　今日の農業・食料問題
  第7章　農業問題
  第8章　農産物価格・直接支払い政策
  第9章　農業構造問題
  第10章　農業協同組合
  第11章　都市と農村

◆本体1,900円
◆A5判並製カバー装 208頁
◆取次搬入予定日／9月7日
◆発行予定部数／ 2500部

対象●経済学をはじめて
学ぶ学生・一般読者

◆本体3,400円
◆A5判上製カバー装 320頁
◆取次搬入予定日／9月28日
◆発行予定部数／ 1500部

対象●経済学研究者、学
部上級生、大学院生

◆本体2,000円
◆46判上製カバー装 208頁
◆取次搬入予定日／9月20日
◆発行予定部数／ 2000部

対象●一般
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