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さんいちブックレット 001
『原発民衆法廷①』2・25 東京公判

― 福島事故は犯罪だ！ 東電・政府の刑事責
任を問う 
◎証人：高橋哲哉　山崎久隆
　原発を問う民衆法廷実行委員会編  

A5 判 125 頁　1000 円　12800-4

さんいちブックレット 002
『原発民衆法廷②』4・15 大阪公判

― 関電・大飯、美浜、高浜と四電・伊方の
再稼働を問う 
◎証人：山崎久隆　山崎隆敏
　原発を問う民衆法廷実行委員会編  

A5 判 135 頁　1000 円　12801-1

さんいちブックレット 003
『原発民衆法廷③』５・20 郡山公判

― 福島事故は犯罪だ！　東電・政府、有罪！ 
◎証人：佐藤武光　山本英彦
　原発を問う民衆法廷実行委員会編  

A5 判 128 頁　1000 円　12802-8

『原発民衆法廷』続刊予定
⑤ 7・15 広島公判、他（全 10 巻予定）

さんいちブックレット 004
『あぶないハーブ』

―脱法ドラッグ新時代
繁華街の片隅で売られている「合法ハーブ」
とは？　事故が多発している脱法ハーブの
危険性を報告。
　小森榮 : 著
　牧野由紀子薬学博士 : 化学指導  

A5 判 110 頁　1000 円　12803-5

さんいちブックレット 008
『原発と御用学者』

―湯川秀樹から吉本隆明まで
「原子力マフィア」の一角を占める大量の
御用学者たち。その社会的責任を追及する。
　土井淑平：著  

A5 判 118 頁　1000 円　12807-3

さんいちブックレット 007
『原発事故と被曝労働』

―3・11 後の被曝労働の実態　
報道写真家：樋口健二氏推薦！
深刻化する収束・除染作業、拡散する被曝
労働現場！
　被曝労働を考えるネットワーク編 

A5 判 118 頁　1000 円　12806-6

さんいちブックレット 006
『原発民衆法廷④』6・17 大阪公判

― 原発は健康違反だ！
◎証人：明石昇二郎　澤野義一
　原発を問う民衆法廷実行委員会編  

A5 判 128 頁　1000 円　12805-9

大木トオル　四六判  239 頁　13014-4 
　身も心も傷ついた被災地に置き去りにされた犬たち… 救助
され人への信頼を回復した犬たちは、孤独な傷ついた心に寄り
添う、セラピードッグとなる素質がある。犬を心から愛するブ
ルースマン・大木トオルが犬たちとの日々を綴る。 009『除染労働』（仮）被曝労働を考えるネットワーク編  

　　　　　　　　　　　　　　　　　※近刊予定

セラピードッグを目指す被災犬たち



◇重版・復刊◇

現代落語論
―笑わないでください　立川談志
新書判　280 頁　1000 円　65007-9
落語を志す若者、落語ファンのバイブル。師匠自ら
依頼した装丁、挿絵。師匠手書きの帯付きです。

あなたも落語家になれる
―現代落語論其二　立川談志 四六判 342 頁 2000 円
85229-9 「落語とは、人間の業の肯定を前提とする一
人芸である」とは、本書の「序」で師匠が語ったこ
とば。落語協会を辞め立川流創設へ、という中で書
かれた『現代落語論其二』新装版！

生きるための乳がん
―あなたが決める　克服するための医療
リリー・ショックニー著 / 青木美保編訳
A5 判　274 頁　2200 円　08216-0　著者・編訳者
ともに乳がんを克服したサバイバー。
役立つ「乳がん手帳」付

不良化粧品一覧
―資生堂よ、反論せよ　平沢正夫
新書判　255 頁　900 円　80005-4
1980 年初版発行の超ロングセラー。

 ＜新装版＞新版 哲学・論理用語辞典
― 哲学・論理入門に最良の書 ―
思想の科学研究会編 四六判  452 頁 2700 円  12002-2
- 故・井上ひさし氏推薦 -
人生と世界を根本的に考える人に！知の源泉、思考
の回路をわかりやすく示す辞典、待望の復刊！

ファンドレイジングが社会を変える

　原発被曝列島 

―50 万人を超える原発被曝労働者
樋口健二  四六判   248 頁  1400 円 11000-9　
福島原発事故と被曝労働 / 台湾の被曝者 / 若狭の
被爆者 / 被曝棄民 / プルトニウム輸送 / 泊原発 / 他

ボクが東電前に立ったわけ
―3・11 原発事故に怒る若者たち
園良太   四六判  144 頁   1200 円  11001-6

あぶない地名 ―災害地名ハンドブック

小川豊 四六判 252 頁 1800 円 11002-3 危険
な土地は地名でわかる！ 災害地名事典。

百人百話 第 1 集 
故郷にとどまる 故郷を離れる それぞれの選択
岩上安身 四六判 　続巻予定
① 350 頁  1700 円  12000-8

原発事故と子どもたち
―放射能対策ハンドブック
黒部信一  四六判  168 頁  1300 円   11003-0

心とからだにおいしい韓国のお茶
健康と美を大切にする知恵がいっぱい！
金正恵 : 取材・文　高橋慎一 : 写真
A5 変  112 頁　1400 円 　 12001-5

屈せざりし者たち
国労紋別闘争団、闘いの軌跡― 新井田良子
四六判　158 頁  1700 円  12003-9   かつて
の皇国少女が追う国鉄分割民営化の真実。

団結こそ命、闘いこそ力
港合同田中機械支部 大和田委員長追悼集
刊行委員会編　A5 判　272 頁　1700 円
12005-3　企業の塀を越えた労働者の地域
的団結、倒産攻撃に抗する闘い。

晩年の田中正造像を刻む貴重な記録、待望の復刊！

田中正造翁余録 上・下
島田宗三 四六判 　㊤ 13000-7　2600 円　
㊦ 13001-4  2800 円　国家と法の名による廃村の暴
挙に抗し、自治と人間に拠って一歩も退かなかった、
正造と谷中村民の闘いの日々を物語る記録。

三千里の山河 ＜翻訳出版＞

―朝鮮はもともと一つの国であった―
金秀景著  金斗権訳   A5 判  560 頁  4200 円
12004-6 南北連席会議は大成功。奇跡の実相。

白磁の画家

デモ！ オキュパイ！

未来のための直接行動
デモの自由、路上・広場の自由とは何か ? 
三一編集部編  四六判　223 頁   1700 円   2008-4

SOS!  500 人を救え !
　3・11 石巻市立病院の５日間

◇新刊書籍◇

◇新刊書籍◇

若紫の無窮花　李栄汝
四六判　108 頁　1200 円 　13004-5
在日の女たち。一世、二世、三世の哀しみ。

詩集 光の種をまく 石内矢巳
四六判 157 頁 1500 円 13006-9
井坂洋子氏評「霊流に満ちた世界を描出」

領土とナショナリズム
―民族派と非国民派の対話―

増補新版 ヘイト・クライム 
―憎悪犯罪が日本を壊す―
前田朗 Ａ５判 192 頁  1400 円 13012-0
憎悪犯罪を考える必読書。待望の増補！

検証 朝鮮戦争 
―日本はこの戦争にどうかかわったか―
白宗元　四六判　332 頁  2500 円 13007-6
複雑な諸事件の全体像を整理、検証する。

「法華経」って，そういうことだったんだ。
正木晃 四六判 263 頁 1900 円 13008-3

新装
改訂 

竜二漂泊 1983

すらすら読めるはじめての法華経 人生に迷った
ら、仏典を読んでみよう！ もっとも重要な八つの
章を選んで現代語訳し、葬儀や法事などでよく詠
まれる「如来寿量品・自我偈」や「観世音菩薩普
門品・観音経」を原文で掲載。聖徳太子や日蓮も
読んだ漢訳『妙法蓮華経』より。

この窓からぁ、なんにも見えねえなあ
谷岡雅樹 四六判 416 頁 2600 円 13900-0

『竜二』は最後の孤塁であった。あの映画はいっ
たい何だったのか……。現在も語り続けられる

『竜二』の伝説。著者渾身の書下ろし。

木村三浩 前田朗共著 四六判 173 頁 1400 円 
13005-2　北方領土・竹島・尖閣諸島、軍隊、
沖縄、憲法…異なる意見の二人が対論。

森安章人著 清水一利編   四六判  222 頁 
1500 円　13003-8  救出までのドキュメント。

芳醇にして強靭なる呉炳学の世界
山川修平 四六判  278 頁 2400 円　13002-1
孤高の画家・呉炳学の知られざる半生。

― 非営利の資金調達を成功させるための原則
鵜尾 雅隆　四六判 239 頁 1500 円 08217-7
☆ファンドレイジング、初の指南書☆
成功のためには何をどう変えればよいのか？

地震予測ハンドブック
―計測機器を使わない―

三一書房編集部 四六判 295 頁 
2000 円  13010-6  専門家が無
視してきた宏観現象。先人の
知恵に学び前兆現象を掴む！

なぜ、いまヘイト・スピーチなのか 

もうひとつの
国鉄闘争
非正規差別、女性差別と闘っ
て― 和田弘子Ａ５判 328 頁 
2500 円 130137 　新たな闘い

に起ち上がる人たちに贈る希望。

―差別、暴力、脅迫、迫害―
前田朗編 Ａ５判 219 頁  1400 円 13009-0
克服する思想を鍛えるガイドブック！

壱 花 花 風 刺 漫 画
2006-2013（仮）
壱花花　四六判  224 頁 1500
円（予）13015-1 辛辣な風刺
画でトンデモ内閣、安倍政権
を斬る！近刊、乞ご期待！

気になるおしっこの話（仮）

大河原節子　四六判  224 頁 1500 円（予）
13016-8　誰にも聞けない尿トラブル。手術
と体操で尿もれから解放された女医が綴る。


