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2018新規タイトル 配信中! 

「京都から知的発信」を創業の精神に、全国へ良書を！「元気印の出版社」！ 

  
多文化社会を生きる子どもとスクールソーシャルワーク 

著編者名 鈴木 庸裕 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784780309706  商品コード 1028487765 

LGBT、外国籍、病気や障害…さまざまな背景を持つ子どもたちを、ひとりも置き去りにしない学校・地
域をつくるには。見えない背景を知ろうとする窓をもち、多職種連携、チームで取り組む実践をまとめる。 

  
米朝首脳会談後の世界 ―北朝鮮の核・ミサイル問題にどう臨むか― 

著編者名 柳澤 協二 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN 9784780309720  商品コード 1028487766 

2018年6月12日、初の米朝首脳会談が行われた。以後の世界はどうなるのか。意味のある変化をつく
るには何が求められるのか。元官僚や核問題、経済分野のスペシャリストらが、これまでの教訓を踏ま
え、今後の展望を語る。 

  
核兵器禁止条約を使いこなす 

著編者名 安斎 育郎 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784780309737  商品コード 1028487767 

2017年7月、核兵器を違法とする「核兵器禁止条約」が採択された。日本における核問題のキーパーソ
ン3人が、核兵器禁止条約の意義と使い方を論じ合う。著者らがそれぞれ取り組んできた問題を中心と
した論考も掲載する。 

  
京都シネマスケッチ紀行 ―中島貞夫監督と歩く― 

著編者名 大森 俊次 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784780309751  商品コード 1028487768 

映画のロケ地として多くの名優が訪れた京都・真如堂のそばで生まれ育った著者による、映画に所縁
ある場所のスケッチとエッセイに、中島貞夫監督の文章を添える。ほか、チャンバラ映画についての思
い出なども収録。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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核兵器ではなく花をください ―エピソードで綴る日米の交
流と戦争の両面史― 

菅野 光公 2018 9784780309713 ¥1,980 ¥2,970 1028019115 

9条「加憲」案への対抗軸を探る 伊勢崎 賢治 2018 9784780309683 ¥3,080 ¥4,620 1028019116 

石炭火力発電Q&A ―「脱石炭」は世界の流れ― 気候ネットワーク 2018 9784780309669 ¥2,200 ¥3,300 1027910676 

憲法カフェで語ろう ―9条・自衛隊・加憲―（憲法カフェへ
ようこそ 2） 

明日の自由を守る若手
弁護士の会 

2018 9784780309652 ¥2,640 ¥3,960 1027690522 

あいまいさを引きうけて （日常を散策する 3） 清水 真砂子 2018 9784780309645 ¥4,840 ¥7,260 1027690523 

マルクス『資本論』の方法と大混迷の世界経済 工藤 晃 2018 9784780309638 ¥3,080 ¥4,620 1027509742 

ラディカルに自己刷新するマルクス 岩崎 信彦 2018 9784780309621 ¥3,520 ¥5,280 1027509743 

保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中 李衣 2018 9784780309553 ¥4,400 ¥6,600 1027509744 

持続可能な社会をつくる日本の保育 ―乳幼児期におけ
るESD― 

冨田 久枝 2018 9784780309614 ¥4,400 ¥6,600 1027446873 

白金猿 ―ポスト安倍政権の対抗軸― 白井 聡 2018 9784780309584 ¥3,740 ¥5,610 1027446874 

甘葛煎(あまづらせん)再現プロジェクト ―よみがえる古代
の甘味料―（奈良女子大学文学部「まほろば」叢書） 

山辺 規子 2018 9784780309577 ¥3,520 ¥5,280 1027446875 

13歳からの教育勅語 ―国民に何をもたらしたのか― 岩本 努 2018 9784780309522 ¥3,520 ¥5,280 1027324333 

小選挙区制のワナ （かもがわブックレット 203） 選挙改革フォーラム 2018 9784780309539 ¥1,320 ¥1,980 1027324334 

広島の被爆と福島の被曝 ―両者は本質的に同じものか
似て非なるものか― 

齋藤 紀 2018 9784780309546 ¥4,400 ¥6,600 1027324335 

白井聡対話集 ―ポスト「戦後」の進路を問う― 白井 聡 2018 9784780309492 ¥4,400 ¥6,600 1026989175 

こころの作文 ―綴り、読み合い、育ち合う子どもたち― 勝村 謙司 2018 9784780309454 ¥3,960 ¥5,940 1026989176 

子どもの貧困に向きあえる学校づくり ―地域のなかのス
クールソーシャルワーク― 

鈴木 庸裕 2018 9784780309461 ¥4,400 ¥6,600 1026761366 

しあわせになるための「福島差別」論 池田 香代子 2018 9784780309393 ¥5,060 ¥7,590 1026761367 

  
おりとライオン ―けんぽう絵本― 

著編者名 楾 大樹 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784780309775  商品コード 1028487769 

大きな木に住み着き始めた動物たちのトラブルをライオンが解決していくが、ライオンは次第に自分が
偉いのだと思うようになり…。国家権力をライオンに、憲法を檻にたとえた憲法の入門書「檻の中のライ
オン」をもとにした絵本。 

  
闘う沖縄 本土の責任 ―多角的論点丸わかり― 

著編者名 土岐 直彦 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784780309805  商品コード 1028487770 

辺野古と高江、沖縄ヘイト、日米地位協定、虚構の抑止力、島嶼戦争、オール沖縄…。沖縄が直面す
る諸問題を網羅し、多角的な取材でその深層をえぐりだす。『月刊琉球』掲載を元に大幅に改稿、書き
下ろしして単行本化。 

2018新規配信タイトル! 
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