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出版した先生方からのメッセージ
� ※順不同

　私は学会の学術誌や大学の紀要に最近発表した拙論に加筆修正をしたものを、共同
文化社より専門書として出版させていただきました。出版にあたり東京を中心に 10 社
以上の出版社に問い合わせ、可能な限りの資料を取り寄せ、次の 3点についての検討
をしました。
　それは、（1）専門書の出版の実績があること、（2）出版費用が高額でないこと、（3）担
当者が丁寧な編集をしてくれることです。この 3つの条件を最も満たしていたのは、
以前から付き合いがあった東京の出版社ではなく、北海道を拠点とする共同文化社で
した。費用の面でも限られた研究費の範囲内で収まり、丁寧な編集作業で素晴らしい
本にしていただき、とても満足しています。

大妻女子大学 教授
言語学博士� 服部 孝彦 様

『英語教育の諸相』を出版：2021 年 1 月

帝京大学経済学部経営学科 教授　関根 勇 様

　私は普段、大学の授業で教えている内容に加筆修正したもの
を、共同文化社より出版させていただきました。私は、実務家教
員として、前勤務先に 39 年間在籍した後で大学教員になりまし
たが、ビジネスパーソン時代に考えていたことや大学勤務後の研
究で得たことを中心に、1冊の本にまとめました。
　コロナ禍中でのステイホーム期間の 2021 年 2月から 3月の約 2
か月間で一気に草稿を書き上げた後、共同文化社の編集の方とやり取りを繰り返し、同
年 7月に出版となりました。思えば、2020 年度の後期授業が終了した後で、大学の
メールボックスで共同文化社のパンフレットに「出会え」なければ、本の出版もなかっ
たと思います。本の出版が初めての私に対して非常に丁寧なアドバイスや編集作業を
していただき、共同文化社には心より感謝しています。

『ビジネスモデルの経営学』を出版：2021 年 7 月
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桜美林大学健康福祉学群 准教授
法務博士（専門職）　　　　　　　山口 裕貴 様

　私は大学の教職課程（保健体育）の教員をしています。以前から体育の授業または
運動部活動において事故が発生したときの教師の法的責任について関心を抱いていま
した。つまり、教師はそのとき何をどのように行っていれば万が一、裁判になったと
きに自分の身を守れるのかということです。そこで数々の裁判例を集め、裁判所が何
を見て責任を認定しているのかを明らかにしようと考えました。
　その希望を見事に実現してくれたのが共同文化社です。丁寧で正確な校正に納得の
一語でした。アフターサービスも充実していてとても気持ちがいいです。

『学校体育事故への備え』を出版：2020 年 1 月

　2022 年 4 月に共著を出版させて頂きました。10 年以上前に共訳を出した経験しかな
く、書き上げた原稿がどのように書籍になるか、想像もつかないなかでのスタートで
した。集めてあった出版案内を頼りにとりあえず数社に打診してみたところ、大変丁
寧にご対応頂いたのが共同文化社様でした。コロナ禍のなかで最初の Zoomのあとは
全てメールでのやり取りでしたが、図版解像度の確認をはじめ細かな初歩的な質問に
も、的確にご教示頂き、ご返答も迅速で、終始、安心して取組むことができました。
　初めて自著を教科書に用いて授業を行い、学生の反応に手ごたえも感じられ、断片
的であったこれまでの蓄積を書籍にまとめて出版できたことを嬉しく思っています。

『�志民協働による景観と観光をつくる�
戦略と手法』を出版：2022 年 4 月

帝京大学経済学部観光経営学科 
准教授
工学修士・技術士� 今野 久子 様
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出版実例
※著者などの所属・職名は発行当時のものです。

●A5判　● 116 ページ
●ソフトカバー
● 2022 年 5 月発行
●本体価格　1,500 円＋税
● ISBN：978-4-87739-369-4

　近年の自然災害、世界的なコロナ危機、そして国際
情勢の変化によって、国はもとより地域経済におけ
る、サプライチェーンの強靭化が強く求められている。
　地域間のサプライチェー
ンにおいて極めて重要な物
流ネットワークに着目し、
それの寸断が及ぼす経済的
影響の可視化とレジリエン
ス社会を生き抜く様々な方
策を提案。

志民協働による�志民協働による�
景観と観光をつくる戦略と手法景観と観光をつくる戦略と手法
─志民がつむぐ地域の姿と物語──志民がつむぐ地域の姿と物語─
著者：�今野 久子（帝京大学准教授）�

大下 茂（帝京大学教授）

●A5判　● 248 ページ
●ソフトカバー
● 2022 年 4 月発行
●本体価格　2,000 円＋税
● ISBN：978-4-87739-366-3

　身近なわがまちへの誇りと愛着をつむぎ、まちとの
対話の手掛かりとなる地域の姿を読み解く「景観まちづ
くり」。地域の姿を印象深く
伝え、訪れる人をもてなす
「観光まちづくり」。
　本書は、「志民協働」をテー
マに、景観と観光の接点を探
り、まちづくりの潮流と実践
者たちの志を重ね、その取組
手法を解いた手引書。

地域経済における�地域経済における�
サプライチェーン強靱化の課題サプライチェーン強靱化の課題
─地域産業連関分析によるアプローチ──地域産業連関分析によるアプローチ─
編著者：阿部 秀明（北海商科大学教授）

●A5判　● 496 ページ
●ソフトカバー
● 2022 年 3 月発行
●本体価格　3,500 円＋税
● ISBN：978-4-87739-362-5

　北海道 150 年の児童文化の足跡をたどる。道内の児
童文化は、中央の児童雑誌の購読や口演童話家の来道
による刺激から始まり、その受容は迅速かつ熱心なも
のであった。
　日本児童文学学会北海道支部の会員が、26 年をかけ
て調査・研究してきた成果として 44 本もの論考を収
録。巻頭グラビアには貴重な雑誌や書籍などの表紙を
掲載。

●四六判　● 220 ページ
●ソフトカバー
● 2021 年 10 月発行
●本体価格　1,800 円＋税
● ISBN：978-4-87739-357-1

つむじ風に巻き上げられてつむじ風に巻き上げられて
著者：安酸 敏眞（北海学園理事長・北海学園大学学長）

　北海学園理事長・北海学園大学長である著者が、ほぼ
半世紀にわたる研究・教育生活のなかで、折にふれて書
き綴ってきた各種のメッセージや断想を、個人史的な視点
のもとに編み直した珠玉の随筆・回想集。
　人文学、思想史、大学論、異文化交流、キリスト教死
生観などについて、著者ならではのユニークな洞察に満ち
ている。

北海道の児童文学・文化史北海道の児童文学・文化史
編著者：日本児童文学学会北海道支部
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●A5判　● 342 ページ
●ソフトカバー
● 2022 年 3 月発行
●本体価格　1,800 円＋税
● ISBN：978-4-87739-371-7

　AI化、グローバル化、アフターコロナ…新しい時代の
中で有効な実践力を身につけていくための大学教育とは？
　執筆者の多くは北海学園大学経営学部のスタッフ
で、経営学とその関連領域は、実践的な色彩の強い学
問領域となっている。
　VUCAの時代に「実践力」に
該当する様々な能力を育成し
ていくアクティブ・ラーニン
グ型教育方法の実践集。

●B5判　● 132 ページ
●ソフトカバー
● 2022 年 3 月発行
●本体価格　2,000 円＋税
● ISBN：978-4-87739-364-9

無学日記無学日記
著者：池田 福重
編集・解説：喜山 康三
著作代行：安渓 遊地（山口県立大学名誉教授）
著作代行：岩下 明裕（北海道大学教授）

●A5判　● 484 ページ
●ソフトカバー
● 2021 年 6 月発行
●本体価格　3,000 円＋税
● ISBN：978-4-87739-353-3

自治体の行政執行と法治主義自治体の行政執行と法治主義
著者：秦 博美（北海学園大学教授）

　北海道庁での条例審査、訴訟の実務経験を踏まえ、紀
要等に発表した研究の成果をまとめられた本書。実務にお
いて金科玉条的に仰いでいた判例は、研究の場では検討
の対象となる。
　書名の「自治体の行政執行と法治主義」は、「理論と実務
の架橋」を願意している。学生時代の「世界」「朝日ジャーナ
ル」の入選作も収録。

　1996年に出版された「無学日記」の復刻版とな
り、はしがき等が新たに加筆されています。1972 年
までは日本の最南端だった与論島。小さな島での
日々の暮らしの中で、太古の
昔から伝えられてきた生き様
と島言葉の唄は、自然や目に
は見えない世界とのつきあい
方の知恵の玉手箱だ。
　南の島の精神世界を島びと
自身が受け継いだ、学校では
習えない「無学」の記憶が、い
ま奇跡の復活をとげて、あら
たな輝きを放つ。

●A5判　● 260 ページ
●ソフトカバー
● 2021 年 7 月発行
●本体価格　2,000 円＋税
● ISBN：978-4-87739-356-4

　大学の実務家教員が実践的な視点からビジネスモデ
ルを解説。その上で、ビジネスモデルとイノベーショ
ンの関係を洞察し、企業が競争優位を再構築し、企業
価値を上げていくためには、新技術や新製品といった
イノベーション以上に、ビジネスモデルを革新するビ
ジネスモデル・イノベーションが重要だと説く。

ビジネスモデルの経営学ビジネスモデルの経営学
著者：関根 勇（帝京大学教授）

新しい時代を生きるための�新しい時代を生きるための�
実践力とアクティブ・ラーニング実践力とアクティブ・ラーニング
編者：北海学園大学経営学部
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出版実例
※著者などの所属・職名は発行当時のものです。

●四六判　● 194 ページ
●ソフトカバー
● 2021 年 1 月発行
●本体価格�1,600 円＋税
● ISBN：978-4-87739-348-9

英語教育の諸相英語教育の諸相
著者：�服部 孝彦（大妻女子大学英語教育研究所所長・教授）

　文部科学省SGHやWWL等の、国のグローバル化のた
めのリーデイング・プロジェクトの中心メンバーとして活
躍されている著者の183冊目となる新刊本。
　英語教育を児童英語教育、第二言語習得の臨界期、英
語 eラーニングの課題とその対応、CEFRの日本の英語
教育への適用といった様々な視点から考察している。
　これからの時代に生きる日本人に必要な英語力とは何な
のかについても述べている。

●A5判　● 352 ページ
●ソフトカバー
● 2021 年 3 月発行
●本体価格　2,300 円＋税
● ISBN：978-4-87739-350-2

● A5 判　● 592 ページ
●ソフトカバー
● 2020 年 1 月発行
●本体価格 3,500 円＋税
● ISBN：978-4-87739-336-6

人間の絆を求めて人間の絆を求めて
～ガブリエル・マルセルと私～～ガブリエル・マルセルと私～
著者：小林 敬（酪農学園大学教授）

学校体育事故への備え学校体育事故への備え
─裁判所は何をどう見るのか──裁判所は何をどう見るのか─
編著者：山口 裕貴（桜美林大学准教授）

　1997 年発行の「存在の光を求めて～ガブリエル・マル
セルの宗教哲学（1）」（創文社）に続く宗教哲学の研究（研
究の巻）と大学での「哲学」の講義用教科書（教育の巻）、
並びに著者自身によるオリジナルな哲学的思考の公表
（省察の巻）の三巻構成。

　保体科の教師は事故と隣り合わせの日常を過ごす。本
書では、不幸にも起きてしまった事故の種々の裁判例の
「中身」を読み込み、「そのとき、何を、どう行っていれ
ば法的責任を回避できたのか」という問いに向き合う。
　現場での事故状況を想像しつつ、裁判所の見地から
客観的に学べる内容。

文化科学の素顔文化科学の素顔
─ウィトゲンシュタインの宗教、逆転判決、アメーバ理論、�─ウィトゲンシュタインの宗教、逆転判決、アメーバ理論、�
新古典複合語、ゴルフ考─新古典複合語、ゴルフ考─
著者：�橫田 榮一、中島 茂幸、岩崎 一郎、�

原子 智樹、菊地 均（北海商科大学�現・元教授）

● A5 判　● 160 ページ
●ソフトカバー　�
● 2020 年 2 月発行
●本体価格 1,350 円＋税　
● ISBN：978-4-87739-338-0

シリーズ最新刊
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ウズベキスタン陶芸紀行ウズベキスタン陶芸紀行
─よみがえるシルクロードの窯元──よみがえるシルクロードの窯元─

著者：�菊田�悠（北海学園大学准教授）

●A5変型判　● 80 ページ
●ソフトカバー
● 2019 年 7 月発行
●本体価格 1,500 円＋税
● �ISBN：�
978-4-87739-328-1

所得分布の要因分解法所得分布の要因分解法
著者：木村�和範（前�北海学園大学学長）

●A5判　● 192 ページ
●上製本
● 2019 年 9 月発行
●本体価格 2,900 円＋税
● �ISBN：�
978-4-87739-329-8

藤女子大学人間生活学部　公開講座シリーズ①

居場所のない子どもたちへ居場所のない子どもたちへ
「食」と「教育」で支える大学・地域・NPOの挑戦「食」と「教育」で支える大学・地域・NPOの挑戦

編著者：�隈元�晴子（藤女子大学人間生活学部）
発行者：池田�隆幸（藤女子大学人間生活学部）
発行所：藤女子大学人間生活学部
発売所：共同文化社

●四六判　● 124 ページ
●ソフトカバー
● 2016 年 3 月発行
●本体価格 1,000 円＋税
● ISBN：978-4-87739-282-6

多様性を活かす教育を考える多様性を活かす教育を考える
七つのヒント七つのヒント
オーストラリア・カナダ・イギリス・シンガポールの�オーストラリア・カナダ・イギリス・シンガポールの�
教育事例から教育事例から

編著者：
�伊井�義人（藤女子大学教授）

●四六判　● 160 ページ
●ソフトカバー
● 2015 年 9 月発行　�
●本体価格 1,800 円＋税
● ISBN：978-4-87739-276-5

自死遺族の癒しと�自死遺族の癒しと�
ナラティヴ・アプローチナラティヴ・アプローチ
─再会までの対話努力の記録──再会までの対話努力の記録─

著者：�
吉野�淳一（札幌医科大学保健医療学部看護学科教授）

●A5判　● 336 ページ　
●ソフトカバー
● 2014 年 1 月発行　
●本体価格 2,000 円＋税
● �ISBN：�
978-4-87739-244-4

アドルフ・マイヤーのアドルフ・マイヤーの
精神衛生運動精神衛生運動
─教育と習慣形成──教育と習慣形成─

著者：�
楊　鋥（北海道大学大学院教育学研究員学術共同研究員）

●A5判　● 226 ページ
●ソフトカバー
● 2014 年 3 月発行　
●本体価格 3,000 円＋税
● �ISBN：�
978-4-87739-249-9

藤山一雄の博物館芸術藤山一雄の博物館芸術
満洲国国立中央博物館副館長の夢満洲国国立中央博物館副館長の夢

著者：犬塚�康博

●四六判　● 336 ページ
●上製本　
● 2016 年 4 月発行　
●本体価格 3,200 円＋税　
● �ISBN：�
978-4-87739-283-3

第 38 回 日本出版学会賞受賞

占領下の児童出版物と�占領下の児童出版物と�
GHQの検閲GHQの検閲
─ゴードンW.プランゲ文庫に探る──ゴードンW.プランゲ文庫に探る─
著者：�谷�暎子（児童文化研究者・元�北星学園大学教授）

●A5判　● 646 ページ
●上製本　
● 2016 年 6 月発行
●本体価格 7,000 円＋税　
● ISBN：978-4-87739-285-7

地域経済強靭化に向けた地域経済強靭化に向けた
課題と戦略課題と戦略
─北海道の6次産業化の推進と物流の課題の視点から─北海道の6次産業化の推進と物流の課題の視点から

著者：
�阿部�秀明
（北海商科大学教授）�
相浦�宣徳
（北海商科大学教授）�
船橋�利実
（衆議院議員）�
阿部�圭馬
（北海道大学専門研究員）

●A5判　● 148 ページ
●ソフトカバー
● 2018 年 1 月発行
●本体価格 1,500 円＋税　● ISBN：978-4-87739-307-6
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出版物の作成をご検討の際は、�出版物の作成をご検討の際は、�

Ⅰ．アイワードがお手伝いする本づくり事業

7．装幀
タイトルや書籍
の内容に相応し
い表紙やカバー
等のデザインを
おこないます。また、ページ数や印刷適
性など仕上がりをイメージし用紙を選定
いたします。

9．��印刷�⇒�製本�⇒�　8．お見積
各種仕様の最終確
定により、精算お見
積を提出いたします。

印刷部門

4．工程管理
入稿、校正、納
品までのスケ
ジュール表を
ご提出します。

5．編集・組版
原稿は原稿取扱い管理表に記録し紛
失を防ぎます。また、本組みの前に
仕上がりイメージの確認用として、数
ページ分の組見本を作成いたします。 プリプレス部門

2．お見積
お打ち合わせの仕様
に基づき、概算お見
積を提出いたします。

3．原稿入稿

アカイレ後のレポート例

1．お打ち合わせ
担当営業が詳細なお打ち合
わせをさせていただきます。
電話やE-mail のほか、Zoom
をはじめ各種オンラインによるお打ち合わせが可能で
す。また、ご来社いただければ各種書籍見本を取り揃
えている資料室でのお打ち合わせもできます。
作成内容・趣旨、納期、判型、部数、頁数、用紙、色
数、入稿方式、ご予算、流通等についてお打ち合わせを
おこないます。
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アイワードグループがお手伝いします。アイワードグループがお手伝いします。

完成

宣伝
共同文化社やアイワードの
Webサイトをはじめ、北海
道の印刷出版文化情報誌
『季刊アイワード』（約 7,000
部発行）の新刊情報欄で紹
介いたします。また、新聞
社などへ出版情報を提供い
たします。

製本部門

6．校正
疑問点や確認事項が発生した場合、
校正紙と一緒に「確認書」を提出い
たします。また、必要に応じて社内
スタッフが内校をおこないます。

Ⅱ．共同文化社の出版事業
自費出版ではあるが著作を書店などで販売したい。このよ
うなご要望を実現するには、出版社名で ISBNコードを付
けて出版・流通しなければならず、㈱アイワードで制作を
お手伝いした書籍の出版・流通は、グループ会社である㈱
共同文化社がお手伝いいたします。

※�共同文化社は、日本図書コード管理センターに出版社登録をし、全て
の刊行物を ISBNコードで管理しています。

管理
ISBNコード、JANコード
で登録し、契約期間中の
納品・出荷・返本整理・
在庫の管理をおこないます。

流通
トーハン、日本出版販売、
地方・小出版流通センター
などから流通しています。
全国の書店から注文を受け
付け、取次店を経由し販売
対応いたします。

Wordファイルでの入稿が殆んどですが、
その他のソフトにも対応していますのでご相
談ください。図表やイラストの作成、手書
き原稿の入力業務なども自社でお手伝いし
ております。
オプションとして、編集支援業務の「アカ
イレサービス」をご提供しています。書籍
ごとにルール辞書を設定することで、入稿
時の表記揺れ、主語述語が曖昧な表現な
どの校正・校閲をソフトでおこないます。
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共同文化社が
刊行書籍を書店流通いたします。
共同文化社名で刊行した書籍は、情報発信と普及につとめています。

　  書籍の登録11
①国立国会図書館に納本し、永久保存の取り扱いをします。
② トーハン、日本出版販売、地方・小出版流通センター、Amazon などの取次店へ書

誌データを登録し、全国からの書籍注文に対応します。

　  流通、販売22
①トーハン、日本出版販売の北海道支店を通して、道内主要都市の書店に流通します。
②首都圏には、地方・小出版を通して流通が可能です。
③全国の書店から注文を受け付け、取次店を通して販売対応をします。

　  書籍の管理33
① ISBN コード、JAN コードでの登録管理をします。
②契約期間中（基本 2 年間）、納品・出荷・返本整理・在庫管理をおこないます。

　  書籍の宣伝44
① 共同文化社 Web サイトでの紹介、グループ会社である㈱アイワード発行『季刊ア

イワード』や㈱アイワード Web サイトの書籍実例ページでの紹介をおこないます。
② 書評や出版したことが記事として取り上げら

れるよう新聞社などへ出版情報を提供します。
③ Amazon の「試し読み」を希望される書籍に

ついては、照会できるよう登録します。
　 本のページ構成が見たい。もくじを確認した

い。中身を見て納得いく本を探したい─。
　 Amazon の「試し読み」は、そのような要望

に応える検索、閲覧のプログラムです。
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刊行書籍の出版形態
出版には、大きく分けて2つの出版形態があります。

　��企画出版11
共同文化社が企画立案し刊行します。制作費用は共同文化社が負担します。持込み原稿
の場合、採算ベース、公序良俗、書籍の内容などを出版委員会において検討します。

　��自費出版22
自費出版ではあるが、著作を書店などで販売したい。このようなご要望を実現するに
は、出版社名で ISBNコードを付けて出版・流通しなければならず、㈱アイワードで
制作をお手伝いした書籍は、グループ会社である㈱共同文化社が担当いたします。こ
の場合、出版刊行手数料が必要です。出版刊行手数料には次の費用が含まれます。

　①国立国会図書館への納本
　②共同文化社の書誌情報登録
　③各種問い合わせの対応

■流通販売型共同出版
書籍制作費のすべてを著者に負担していただきます。書
籍流通については、共同文化社と著者の間で、基本契約
および販売委託契約書を締結し、著者から流通に必要な
冊数を預かり流通販売します。契約期間中に販売された
書籍については、著者に契約単価×実売数をお支払いし
ます。契約期間満了時に在庫がある場合は、原則として
著者に返却します。

■著者引き取り型共同出版
書籍制作費のすべてを著者に負担
していただきます。国立国会図書
館への納本はおこないますが、書
店への流通はおこないません。

出版までの流れ
・原稿内容を点検させていただきます。
・�出版形態を出版委員会において検討し、出版プランとお見積をご提示します。
・�確認後、基本契約および販売委託契約書を締結し、本作業をスタートします。

自費出版には、流通販売型と著者引き取り型の
2つのパターンがあります。
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