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パイ インターナショナル

この媒体を読まれる方であれば、
『三
体』とは中国人作家、劉慈欣氏による
SF 小説であることはよくご存じだと
思います。中国ではシリーズ三部作で
2100 万部というまさにケタ違いの売
上を記録し、英語版では 100 万部、
日本では早川書房より今年の 7 月に出
版され、発売 1 週間で 10 刷 7 万 6 千
部であるとか、1 カ月で 10 万部といっ
たニュースを見かけます。私も事前に
「ついに日本で出るゾ」と中国の出版
社の方から教えてもらっていたので楽
しみにしていました。
内容は古典力学である「三体問題」
を題材とし、少々トンデモな設定もあ
りますが、深い考察とイマジネーショ
ンに支えられたハードコアかつエンター
テインメントな SF です。続きが早く
読みたいところです。ですが、これま
でヒューゴー賞やネビュラ賞といった
SF 賞を受賞した作品と比較して、と
びぬけて画期的、とまでは思いません。
いや、『三体』もヒューゴー賞を受賞
しているくらいなのでもちろんとびぬ
けて素晴らしい作品ですが、そのほか
の受賞作品も、勝るとも劣らないくら
い素晴らしい作品ばかりなのです。
ここで思うことは、なぜ『三体』が
特に注目を集めているのか？ です。私
の場合、日本の出版物も急激に売り上
げを伸ばしている中国に対して、そも
そも関心を抱いていたところに、信頼
する知り合いから「ついに出る」とわ
ざわざ教えてもらったこと（「ついに」
と言われても、そのとき初めて作品を
知ったのですが）、そして『三体』販
促に使用されているポスターで個人的
に大好きな小川一水さん（SF 作家）
が推薦していたことで、なんとしても
読みたい、と期待が膨らんでいました。
そのほかゲームクリエイターの小島秀
夫さんやバラク・オバマさんといった
〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル40B

著名人も推薦していますが、私の場合
は小川一水さんです。
さて早く読みたいと、発売直後にな
じみの書店に行きました。1 店目の
BOOKS 青いカバでは「まだ入ってき
てないですね」
（こちらでは当初『三体』
の発売自体をご存じなかったので仕入
れを事前に奨めていました）、2 店目
は千駄木往来堂書店「ごめん、売り切
れちゃった！ 部数読み間違えたかな～
来週また入ってきますよ」と（翌週入
荷分もすぐ売り切れ）
。その後 SNS で、
三省堂神保町本店では『三体』の発売
に合わせて「華文小説フェア」をして
いると知り、3 店目にしてようやく初
版を手に入れました。ラスト 3 冊の 1
冊でした。ついでにフェア対象の他の
中国作家の SF 作品もいくつか購入。
こういう、本に飢えた感じは久しぶり
です。
以前も同じ中国の知人から、中国の
作家の中でもノーベル文学賞に最も近
い（知人談）と言われる、閻連科氏の
文芸作品を紹介されたときも素直に、
大変興味深く読みました。歴史や文化、
特に人間の考え方や感じ方に触れたい
と思った時に、その国の文芸作品を読
むのはハードルが低く、親しみやすい
アプローチ方法です。同様に、中国と
いう国に関心を抱いていて、中国でベ
ストセラーの『三体』を手に取った、
という方は結構いるのではないでしょ
うか。「中国の人たちが今、どんなこ
とに共感しているのか知りたい」とい
う気持ちです。また私の場合は文化へ
の関心のほかに、科学技術への興味も
ありました。SF 小説はその国民の科
学技術レベルや、関心の高さを示すと
考えられるからです。オバマさんもそ
ういう興味もあって読んだのではない
かなと勝手に想像します。

それにしても、10 万部という数字
は SF のコアな読者以外の、一般層に
も刺さっている証拠だと思います。中
国への関心が高い証拠ではないでしょ
うか。今、書店さんで、SF の枠を超
えた版元横断の「華文小説フェア」を
やってみたら面白いと思います。少な
くとも私は SF 以外も片っ端から買い
ますので、やりますよという書店さん
があったらぜひ教えてください。
私としてはこの『三体』のヒットを
きっかけに、ヒューゴー賞受賞作をは
じめとした SF 小説そのものに関心が
広がってほしいと願っています。SF
にしか表現できない本当に素晴らしい
作品ばかりです。ちなみに販促ポスター
には小川一水さんのほか、やはり SF
作家の藤井太洋さんの推薦文もありま
した。『三体』読了後は「三体ロス」
「SF
ロス」状態となり、藤井さんの『Gene
Mapper』も購読しました。やはり素
晴らしい作品でした。このように、一
度良い作品を読み終えると「ロス」状
態となり、関連作品にどんどん手を出
していくことになるので、早川さんや
書店さんには引き続き関連情報の提供
やフェアを実施してほしいです。
ところでもうひとつの興味は、「1
週間で 10 刷」という数字です。私ど
ものような芸術書の版元にとっては想
像もつかない途方もない数字なのですが、
一日の間の午前に重版を決め、また午
後に重版を決める、ということなので
しょうか？「なんだよ！ だったら午前
中に言ってよ！」みたいな会話が一週
間続いたのかな、などと想像してしま
いましたが、機会があったら伺ってみ
たいところです。
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http://www.akebi.co.jp
●みんな寂しいのです－わたしの介護ノート
黒梅明・著
1500円 ／46 ／208頁 ／並製 4-87154-172-5
C3036 ／9月30日
●月刊 数学教室 10月号（No.808）
－特集／こんな授業いやだ！②
数学教育協議会・編
1000円 ／B5 ／80頁 ／並製
4910-14229-109-8 ／9月5日
●隔月刊 社会保障 秋号（No.486）
－特集／消費税はゼロでいい！
中央社会保障推進協議会・編
463円 ／A4 ／64頁 ／並製 4-87154-486-3
C3036 ／9月20日
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●「共生」を求めて
－在日とともに歩んだ半世紀
田中宏・著, 中村 一成・編
1800円 ／46 ／304頁 ／並製 4-7592-6228-5
C0036 ／9月10日
●科学技術の進歩と人権
－IT革命・ゲノム革命・人口変動をふまえて
北口末広・著
1600円 ／46 ／200頁 ／並製 4-7592-6789-1
C0036 ／9月12日
▼共和国／042-420-9997
naovalis@gmail.com
http://www.ed-republica.com
●独裁者のブーツ－イラストは抵抗する
ヨゼフ・チャペック・著
増田幸弘、増田集・編訳
2300円 ／菊変 ／180頁 ／上製
4-907986-63-6 C0022 ／9月30日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp/
●子どものこころの発達を知る 第９巻
摂食障害の子どもたち
－家庭・学校・医療のチームで支える
髙宮靜男・著
1500円 ／A5 ／160頁 ／並製 4-7726-1396-5
C0037 ／9月下旬
●なんみんってよばないで。
ケイト・ミルナー・著, 小寺敦子・訳
1600円 ／B4変 ／000頁 ／上製
4-7726-1397-2 C8736 ／9月下旬
出版協BOOKSを利用される
皆様へ

▼出版社名（50音順） ●書名―サブタイトル／著者など
本体価格／判型／頁数／製本形態
／FAX番号
e-mailアドレス／URL ISBN（978省略）／発行予定

▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●夢をあきらめないで－68歳で性別適合手術
三土明笑・著
2000円 ／46 ／256頁 ／並製 4-7684-5865-5
C0036 ／9月上旬
●メートル法と日本の近代化
－田中舘愛橘と原敬が描いた未来
吉田春雄・著
1800円 ／46 ／216頁 ／上製 4-7684-5863-1
C0023 ／9月中旬
●季刊 福祉労働164号
－特集：介護する／される関係を問いなおす
――暴力・パワハラ・セクハラ
福祉労働編集委員会・編
1200円 ／A5 ／148頁 ／並製 4-7684-2364-6
C0330 ／9月下旬
●新聞記者・桐生悠々
－忖度ニッポンを「嗤う」
黒崎正己・著
1700円 ／46 ／176頁 ／並製 4-7684-5866-2
C0036 ／9月下旬
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com/
●五代目 圓楽と「星の王子さま」
三遊亭栄楽・著
2000円 ／46 ／283頁 ／並製 4-7791-2596-6
C0076 ／9月4日
●増補新版 移動する朝鮮族
－エスニック・マイノリティの自己統治
権香淑・著
3500円 ／46 ／384頁 ／並製 4-7791-2620-8
C0036 ／9月9日
●大阪ミナミの子どもたち－歓楽街で暮らす親
と子を支える夜間教室の日々
金光敏・著
1700円 ／46 ／175頁 ／並製 4-7791-2612-3
C0036 ／9月9日
●アマディス・デ・ガウラ（上）
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ・著
岩根圀和・訳
6500円 ／A5 ／600頁 ／上製 4-7791-2628-4
C0000 ／9月12日
●トランスパシフィック・エコクリティシズム
－物語る海、響き合う言葉
伊藤詔子、一谷智子、松永京子・編著
3800円 ／A5 ／360頁 ／上製 4-7791-2614-7
C0098 ／9月12日
●空とアメリカ文学
石原剛・編著
3200円 ／46 ／320頁 ／上製 4-7791-2598-0
C0098 ／9月12日
●軍人と自衛官－日本のシビリアン・コント
ロール論の特質と問題
かきくけこ・編著
3000円 ／A5 ／288頁 ／上製 4-7791-2577-5
C0031 ／9月12日
▼桜井書店／03-5803-7356
sakurai@sakurai-shoten.com
●出版協は一貫して
「消費税総額表示」
に反対です。
http://www.sakurai-shoten.com/
本紙ではもちろん、
従来どおり
「本体価格」
（ 私た
●日本経済の長期停滞をどう視るか
ちの主張では
「定価」
）
での表示を継続しています。
●これは、
出版協加盟の出版社が
「19年9月」
に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「９月に出る本」
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菊本義治ほか・著
2600円 ／A5 ／194頁 ／上製 4-905261-42-1
C3033 ／9月12日
▼食べもの通信社／03-3518-0622
tabemono@trust.ocn.ne.jp
http://www.tabemonotuushin.co.jp
●命をつむぐ種子と安心な食を次世代に
安田節子・著
1400円 ／A5 ／192頁 ／並製 4-7726-7710-3
C0077 ／9月19日
▼筑波書房／03-3235-5949
tsukuba@tsukuba-shobo.co.jp
http://www.tsukuba-shobo.co.jp
●現代漁業民俗論
－漁業者の生活誌とライフヒストリー研究
増﨑勝敏・著
3500円 ／A5 ／286頁 ／並製 4-8119-0559-4
C3062 ／9月3日
●地域農業を担う新規参入者
倪鏡・著
2500円 ／A5 ／176頁 ／並製 4-8119-0558-7
C3061 ／9月3日
●湿地教育・海洋教育
－持続可能な社会のための環境教育シリーズ
阿部治、朝岡幸彦・監修, 朝岡幸彦・編著
2000円 ／A5 ／150頁 ／並製 4-8119-0560-0
C3037 ／9月12日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com/
●古閑章著作集 第二巻－「蒼い月」
古閑章・著
1500円 ／A5 ／214頁 ／並製 4-86124-406-3
C0093 ／9月上旬
●観光と地域 南方ブックレット8
－エコツーリズム・世界遺産観光の現場から
深見聡・著
1200円 ／A5 ／112頁 ／並製 4-86124-410-0
C0026 ／9月下旬
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp/
●歴史のなかの東大闘争
－得たもの、残されたこと
大窪一志ほか・著
3200円 ／A5 ／400頁 ／並製 4-7807-1941-3
C0036 ／9月下旬
●啄木断章
鶴田のぼる・著
1300円 ／46 ／144頁 ／上製 4-7807-1943-7
C0095 ／9月下旬
●「資本論」と対話－「モノ」から「ヒト」へ
川鍋正敏・著
1400円 ／A5 ／208頁 ／並製 4-7807-1944-4
C0033 ／9月下旬
●新小学校漢字1026字 音読で楽しく学べる漢
字童話
井上憲雄・著
のリストです。
1200円 ／A5 ／240頁 ／並製 4-7807-1940-6
●このリストから注文される場合、
それぞれの出
C6037 ／9月上旬
版社に直接、
FAXかEメールを送って下さい。
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。
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●日本の科学者10月号 vol.54
JOURNAL OF JAPANESE SCIENTISTS
日本科学者会議 編集・発行
741円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1352-7
C9336 ／9月20日
●理科教室 2019年10月号（No.778）vol.62
科学教育研究協議会・編
926円 ／B5 ／96頁 ／並製 4-7807-1542-2
C9340／9月20日
●作文と教育 2019年10月号
日本作文の会・編
844円 ／B5 ／64頁 ／並製 4-7807-1730-3
C9337 ／9月20日
●変革の理念は未来型社会を現実にする
－ヘーゲルに学ぶ理想と現実の統一
古瀬昭男・著
1000円 ／46 ／112頁 ／並製 4-7807-1942-0
C0036 ／9月14日
▼めこん／03-3815-1688
●ロヒンギャ難民100万人の衝撃
中坪央暁・著
4000円 ／46 ／552頁 ／並製 4-8396-0317-5
C0030 ／9月2日
▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com/
●性別違和・性別不合へ
針間克己・著
1600円 ／46 ／152頁 ／上製 4-8461-1915-7
C0036 ／9月2日
●東京五輪がもたらす危険
東京五輪の危険を訴える市民の会・編著
1800円 ／A5 ／216頁 ／並製 4-8461-1914-0
C0036 ／9月13日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●佐藤洋二郎小説選集一－「待ち針」
佐藤洋二郎・著
2000円 ／46 ／336頁 ／上製 4-8460-1821-4
C0093 ／9月6日
●キャッスルフォード－論創海外ミステリ
J・J・コニントン・著, 板垣節子・訳
3400円 ／46 ／424頁 ／上製 4-8460-1853-5
C0097 ／9月6日
●魔女の不在証明－論創海外ミステリ
エリザベス・フェラーズ・著, 友田葉子・訳
2500円 ／46 ／280頁 ／上製 4-8460-1835-1
C0097 ／9月6日
●日本人の七不思議
烏賀陽正弘・著
1600円 ／46 ／240頁 ／並製 4-8460-1862-7
C0095 ／9月6日
●ノーサイドに乾杯！
－ラグビーのチカラを信じて
松瀬学・著
1500円 ／46 ／264頁 ／並製 4-8460-1872-6
C0095 ／9月15日
●真田幸村－立川文庫セレクション
加藤玉秀・著
1800円 ／46 ／264頁 ／上製 4-8460-1858-0
C0093 ／9月28日
●現代と著作権

堀之内清彦・著
2200円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-1856-6
C0036 ／9月15日
●ペイター藝術とその変容
－ワイルドそして西脇順三？
伊藤勳・著
5500円 ／A5 ／338頁 ／上製 4-8460-1814-6
C0098 ／9月15日

─8月に出た本
▼解放出版社／06-6581-8552
hanbai@kaihou-s.com
http://www.kaihou-s.com
●韓国歴史ドラマの再発見
－可視化される身分と白丁
朝治武・著
2800円 ／46 ／356頁 ／並製 4-7592-6341-1
C0022 ／8月8日
▼海鳴社／03-3234-3643
info@kaimeisha.com
●ウンチ学博士のうんちく
長谷川政美・著
2000円 ／46 ／256頁+口絵8頁 ／並製
4-87525-346-4 C1047 ／8月28日
▼共和国／ 042-420-9997
naovalis@gmail.com
http://www.ed-republica.com
●薔薇色のアパリシオン－冨士原清一詩文集成
冨士原清一・著, 京谷裕彰・編
6000円 ／菊変 ／296頁 ／上製
4-907986-48-3 C0392 ／8月26日
▼現代書館／03-3262-5906
http://www.gendaishokan.co.jp
●秋田藩－シリーズ藩物語
渡辺英夫・著
1600円 ／A5変 ／208頁 ／並製
4-7684-7154-8 C032 ／8月15日
●どうして、もっと怒らないの？
－生きづらい「いま」を生き延びる術は障害者
運動が教えてくれる
荒井裕樹・著
1700円 ／A5 ／200頁 ／並製 4-7684-3572-4
C0036 ／8月9日
●ふたりぱぱ－ゲイカップル、代理母出産（サ
ロガシー）の旅に出る
みっつん・著
1700円 ／A5 ／256頁 ／並製 4-7684-5862-4
C0036 ／8月21日
▼合同出版／03-3294-3509
eigyo@godo-shuppan.co.jp
http://www.godo-shuppan.co.jp/
●イラスト版 子どもの発達サポートヨガ
－気持ちを整え集中力を高める呼吸とポーズ
太田千瑞・著
1700円 ／B5 ／120頁 ／並製 4-7726-1394-1
C0037 ／8月23日
●やるきスイッチをON！ 実行機能をアップす
る37のワーク
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高山恵子・著
1800円 ／B5 ／128頁 ／並製 4-7726-1375-0
C0037 ／8月9日
▼コモンズ／03-6295-9618
info@commonsonline.co.jp
http://www.commonsonline.co.jp/
●日本の水道をどうする！？
－民営化か公共の再生か
内田聖子・編著
1700円 ／46 ／252頁 ／並製 4-86187-159-7
C0036 ／8月5日
▼彩流社／03-3234-5932
sairyusha@sairyusha.com
http://www.sairyusha.com/
●ジョージ・エリオット全集4
サイラス・マーナー
ジョージ・エリオット・著
奥村真紀、清水伊津代・訳, 内田能嗣・解説
2800円 ／A5 ／248頁 ／上製 4-7791-1744-2
C0397 ／8月2日
●不安の書【増補版】
フェルナンド・ペソア・著, 高橋都彦・訳
5200円 ／46 ／688頁 ／上製 4-7791-2604-8
C0098 ／8月6日
●呑川のすべて
近藤祐・著
2700円 ／46 ／185頁 ／並製 4-7791-2608-6
C0021 ／8月6日
●私の戦中戦後絵日記
岡井禮子・著
1800円 ／A5 ／211頁 ／並製 4-7791-2617-8
C0033 ／8月6日
●アメリカにおけるヒロシマ・ナガサキ観
藤田怜史・著
3600円 ／A5 ／395頁 ／上製 4-7791-2607-9
C0022 ／8月9日
●ロマンチック・ドリンカー
長山靖生・編
2200円 ／A5 ／173頁 ／上製 4-7791-2606-2
C0093 ／8月19日
●平成男子論
手条萌・著
1500円 ／46 ／152頁 ／並製 4-7791-2600-0
C0076 ／8月19日
●フィギュール彩Ⅱ
８０年代音楽解体新書
スージー鈴木・著
1600円 ／46 ／191頁 ／並製 4-7791-7104-8
C0373 ／8月20日
●トモダチ作戦の最前線
磯部晃一・著
2800円 ／A5 ／290頁 ／並製 4-7791-2603-1
C0031 ／8月20日
●ソール・ベローともう一人の作家
日本ソール・ベロー協会・編
3500円 ／46 ／344頁 ／上製 4-7791-2613-0
C0098 ／8月27日
▼三一書房／03-6268-9754
info@31shobo.com
http://31shobo.com/
●植民地下の暮らしの記憶
－農家に生まれ育った崔命蘭さんの半生
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●出版協

永津悦子・著
2000円 ／46 ／108頁 ／上製 4-380-19006-3
C0036 ／8月9日
▼東信堂／03-3818-5514
tk203444@fsinet.or.jp
http://www.toshindo-pub.com
●大学史研究27号
大学史研究会・編
2300円 ／A5 ／232頁 ／並製
4-7989-1580-7 ／8月20日
●ひとおもい 創刊号
木田直人、鈴木泉、乘立雄輝、松永澄夫 編
2500円 ／A5 ／288頁 ／並製
4-7989-1581-4 ／8月20日
●比較教育学研究59
日本比較教育学会・編
1800円 ／A5 ／229頁 ／並製
4-7989-1584-5 ／8月20日
▼南方新社／099-248-5457
info@nanpou.com
http://www.nanpou.com/
●古閑章著作集 第一巻－小説１短篇集「子供の
世界─昭和四十年代記─」
古閑章・著
1500円 ／A5 ／229頁 ／並製 4-86124-404-9
C0093 ／8月20日
▼ひとなる書房／03-3811-1383
hitonaru@alles.or.jp
http://www.mdn.ne.jp/~hitonaru/
●保育的発達論のはじまり－個人を尊重しつ
つ、「つながり」を育むいとなみへ
川田学・著
2000円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-89464-268-3
C3037 ／8月15日
●エピソードでたどる排泄の自立と保育
－近道・まわり道
水野佳津子・著, 秋田喜代美、中坪史典・解説
0000円 ／A5 ／120頁 ／並製 4-89464-269-0
C3037 ／8月28日
●保育白書2019年版
－特集「無償化」の光と影
全国保育団体連絡会、保育研究所・編
2700円 ／B5 ／304頁 ／並製 4-89464-267-6
C3037 ／8月28日
▼本の泉社／03-5800-5353
mail@honnoizumi.co.jp
http://honnoizumi.co.jp/
●津波死ゼロの日本を－被災地の復興に学び
岩渕孝・著
2000円 ／A5 ／248頁 ／並製 4-7807-1935-2
C0036 ／8月29日
●リーマン危機10年後の世界経済とアベノミク
ス
工藤晃・著
1112円 ／A5 ／128頁 ／並製 4-7807-1939-0
C0033 ／8月23日
●黒板アート 南房総の200日の記録
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－子どもの世界が変わるとき
上野広祐・著
1850円 ／A4 ／200頁／4-7807-1936-9
C0037 ／8月23日
●天皇制と歴史学－史学史的分析から
“本の泉社” 転換期から学ぶ歴史書シリーズ
宮地正人・著
2500円 ／A5 ／320頁 ／並製 4-7807-1932-1
C0021 ／8月17日
●命を体感する授業づくり
－体（からだ）を観察する『動物の解剖（観
察）マニュアルと図鑑』
渡辺採朗・著
741円 ／B5 ／76頁 ／4-7807-1938-3 C0045
／8月17日
●村に立つ教育－佐渡の僻村が挑んだ「村を育
てる学びの共同体」の創造
知本康悟・著
2000円 ／46 ／264頁 ／並製 4-7807-1937-6
C0037 ／8月5日
●労働総研クォータリー 2019年夏季号
No.114
労働運動総合研究所・編
1200円 ／B5 ／64頁 ／4-7807-1883-6
C9336 ／8月1日

1600円 ／新書 ／260頁 ／並製
4-8460-1864-1 C0060 ／8月19日
●ブリトン人の歴史－中世ラテン年代記
伝ネンニウス・著, 瀬谷幸男・訳
3000円 ／46 ／128頁 ／上製 4-8460-1861-0
C0098 ／8月29日
●文書・証言による日本軍「慰安婦」強制連行
世宗大学独島総合研究所、保坂祐二・編著
2500円 ／A5 ／276頁 ／並製 4-8460-1813-9
C0021 ／8月29日

▼緑風出版／03-3812-7262
takasu@ryokufu.com
http://www.ryokufu.com/
●袖が語れば
竹原あき子・著
3600円 ／A5 ／280頁 ／上製 4-8461-1912-6
C0070／8月20日
▼論創社／03-3264-5232
ronsosya@hanmoto.com
●黙示録論 ほか三篇－Ｄ・Ｈ・ロレンス評論集
D・H・ロレンス・著, 井伊順彦・訳
2500円 ／46 ／256頁 ／上製 4-8460-1857-3
C0098／ 8月3日
●半径50メートルの世界
－フィリピン バランガイ・ストーリー
岡田薫・著
1800円 ／46 ／256頁 ／並製 4-8460-1852-8
C0095 ／8月3日
●眺海の館－論創海外ミステリ
ロバート・ルイス・スティーヴンソン・著
井伊順彦・編訳
3000円 ／46 ／312頁 ／上製 4-8460-1833-7
C0097 ／8月3日
●ラ・メ湖のヴァイオリン弾き
－フランス・ロレーヌ地方のむかしばなし
川崎奈月・訳
2400円 ／A5変 ／224頁 ／上製
4-8460-1808-5 C0097 ／8月9日
●鮎川哲也探偵小説選Ⅲ－論創ミステリ叢書
鮎川哲也・著, 日下三蔵・編
4000円 ／A5 ／384頁 ／上製 4-8460-1818-4
C0093 ／8月9日
●留学生の日本就職ガイド2021
南雲智、寺石雅英・編著
●出版協は一貫して
「消費税総額表示」
に反対です。
本紙ではもちろん、
従来どおり
「本体価格」
（ 私た
ちの主張では
「定価」
）
での表示を継続しています。
●これは、
出版協加盟の出版社が
「19年9月」
に出
版する予定の書籍・雑誌を紹介した
「９月に出る本」
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のリストです。
●このリストから注文される場合、
それぞれの出
版社に直接、
FAXかEメールを送って下さい。
担当者名、
希望条件、
連絡方法も明記して下さい。

