2016 年 9 月 20 日まで！期間限定！！

DAYS JAPAN バックナンバーを

無料寄贈キャンペーン中
DAYS JAPAN は創刊 12 年目をむかえたフォトジャーナリズム月刊誌です。
これまで、大手メディアに掲載されない社会問題や世界最前線のニュースを
記憶に残る写真とともにお伝えしてきました。
このたび、9 月 20 日までの期間限定で、バックナンバーを図書館や教育施設に無料贈
呈いたします。いつ読んでも褪せることのない内容です。
ご希望の方はデイズジャパンまでご連絡ください。
バックナンバー特集一覧（一部抜粋）
ピュリッツア賞
受賞作品も掲載！
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2016 年 5 月号 特集 難民と紛争
世界はどこに向かうのか

○特集

チェルノブイリ 30 年

福島 5 年

○特集

テロと反テロ戦争

○特集

遺伝子組み換えのタブー

○特集

放射能汚染マップ

○特集

憲法

○特集

いま問われる写真の力

○特集

9.11 から 10 年

○特集

暴走する原発

○特集

次世代エネルギー最前線

○特集

アフリカ難民とわたしたち

○特集

戦争と写真

○特集

アイヌの誇り

○特集

戦乱のイラク

○特集

核の世界

○特集

アメリカの戦争

○特集

絶望のパレスチナ

世界はどう変わったか

寄贈をご希望の方は、リストにチェックを入れ、以下に必要事項を記入し、FAX でご返信ください

お申し込み
団体・施設名

(株)デイズジャパン

担当者様
住所

〒156-0043
東京都世田谷区松原 1-37-19 武内ビル 302

電話番号：
Fax：
Email：

Tel :

03-3322-4150

Fax :

03-3322-0353

Email: book@daysjapan.net

DAYS JAPANバックナンバー 一覧
☆ 各号の詳細はDAYS JAPANのＨＰに掲載しております。各種検索サイトで「デイズジャパン バックナン
バー」で検索していただくか、「https://www.daysjapan.net/bn/index.html」 よりご確認ください。
↓希望する号にチェックを入れてください。

2004年
11月号 特集 「在日」 日本植民地支配の被害者たち
12月号 特集 写真で見る2004年 イラク、パレスチナ、スーダン、アフガニスタン、ハイチ、チェチェン、沖縄

2005年
1月号 特集 薬物汚染 冒されていく若者たち 中国、西アジア、日本
2月号 特集 人身売買大国・日本の背景 新宿・歌舞伎町から
3月号 特集 「エイズ」 猛威にさらされた中国の村、そして日本は
4月号 特集 「占領地のユダヤ人」
5月号 特集 慟哭の歴史の証言者たち 第１回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞
6月号 特集 第1回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞 受賞作品発表
7月号 特集 戦後60年 １ 憲法 靖国 自衛隊

２ 住民たちの沖縄戦

8月号 特集 核の世界 １ 破壊的エネルギーの一極支配 ２ チェルノブイリ19年 ３ 広島・長崎の60年
9月号 特集 イランの行方 揺れるイスラム国家
10月号 特集 児童労働 １ 子どもたちの生きる過酷な世界 ２ ゴミ捨て場の子どもたち ３ 東チモールでは
11月号 特集 メディアは命を救えるか 殺戮にシャッターを押す
12月号 特集 世界を動かした写真の50年

2006年
1月号 特集 加害者としての日本 日本軍が行った空爆の惨禍 上海、南京、重慶
3月号 特集 壊死する地球 発熱する地表 奪われた森 海に脅される人々 毒はらむ水 空はゴミ捨て場か
4月号 特集 イラク 仕組まれた内乱
5月号 特集 第2回ＤＡＹＳ国際フォトジャーナリズム大賞
6月号 特集 チェルノブイリ25年目の悲劇
7月号 特集 今、コメが危ない 暴走する遺伝子組み換え
11月号 特集 こんなに似ている私たち 北朝鮮、韓国、中国、そして日本
12月号 特集 最底辺の子どもたち

2007年
1月号 特集 キャパ賞の写真家たち
2月号 特集 老いるということ

１．老いの風景 ２．老いと向き合う

3月号 特集 写真版 世界がもし100人の村だったら
4月号 特集 戦乱のイラク
5月号 特集 第3回ＤＡＹＳ国際フォトジャーナリズム大賞
6月号 特集 「慰安婦」100人の証言
7月号 特集 歌舞伎町 さまよえる少女たち
8月号 特集 14歳のための日本国憲法
9月号 特集 イラク「人質」の3年
10月号 特集 動物たちが伝える地球の危機
11月号 特集 食べものと人間

12月号 特集 ジャーナリストの死

2008年
1月号 特集 忘れ去られた世界
2月号 特集 アイヌの誇り
3月号 特集 沖縄・海と人々
4月号 特集 マグナムの精神的支柱・グリフィスの軌跡
5月号 特集 第4回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞
6月号 特集 処分されるペットたち
8月号 特集 アイヌ―失われた歴史をどう償うのか
9月号 特集 結婚させられる少女たち
10月号 特集 アフガン・NGO 日本人青年の死
11月号 特集 格差の底辺から
12月号 特集 DV 夫、恋人から暴力を受ける女性たち

2009年
1月号 特集 戦争と写真
2月号 特集 奴隷にされた子どもたち
3月号 特集 ガザ 世界はイスラエルを裁けるか
5月号 特集 第5回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞
6月号 特集 北朝鮮のフツーの人々
7月号 特集 「敵」の姿 ソマリア・タリバン
8月号 特集 核の痕跡
10月号 特集 カンボジア 地雷探知犬が救う命
11月号 特集 祝島 原発を拒否する人々
12月号 特集 セラピー犬と子どもたちの日々

2010年
1月号 特集 誰も知らないインド
4月号 特集 ユダヤ人の起源 歴史はどのように創作されたのか
5月号 特集 第６回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞特大号
6月号 特集 第６回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞 【第2弾】
7月号 特集 アフリカ難民と私たち
8月号 特集 イルカを獲ってなぜ悪いのか
9月号 特集 中国・生産現場で
10月号 特集 基地はなくせる
11月号 特集 若者の撮った基地と人々
12月号 特集 未知のアメリカ

2011年
2月号 特集 次世代エネルギー最前線
3月号 特集 韓国女性の美容整形
5月号 特集 暴走する原発 ・ 第7回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞
6月号 特集 日本の原発
7月号 特集 福島の行方
8月号 特集 小出裕章の放射能の話

9月号 特集 9.11から10年 世界はどう変わったか
10月号 特集 「放射能」どう測る？
11月号 特集 子どもたちを救え！ チェルノブイリで何が起きたか
12月号 特集 アフガン戦争10年 米軍爆弾処理部隊

2012年
1月号 特集 2012年予測される未来
3月号 特集 詩と写真による3.11
4月号 特集 これからの世界に向かって立ちあがる市民たち
5月号 特集 第8回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞受賞者発表
6月号 特集 隠される被ばくに立ち向かう
7月号 特集 いま問われる写真の力
8月号 特集 大インド・人間紀行
9月号 特集 市民による権力の告発 人々の目覚め
10月号 特集 告発された医師 山下俊一教授 その発言記録（一部）
11月号 特集 私たちは子どもを守る
12月号 特集 信頼できる甲状腺医はどこにいる？

2013年
1月号 特集 原発事故報道

なぜメディアは自己検証できないのか？

2月号 特集 チェルノブイリ原発事故後の実践例に学ぶ 子どもを守る方法
3月号 特集 IAEA（国際原子力機関）
4月号 特集 イラク戦争から10年
5月号 特集 第9回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞受賞者発表
6月号 特集 ウソだらけの放射線と健康障害
7月号 特集 憲法
8月号 特集 いのち
9月号 特集 実測 放射能汚染マップ 福島県 双葉町・大熊町
10月号 特集 実測 放射能汚染マップ 福島県郡山市中心部・伊達市
11月号 特集 暴力に晒される女性たち
12月号 特集 尖閣問題をめぐる世論とメディア 沖縄からみる尖閣

2014年
1月号 特集 「生存権」と「知る権利」を奪う

特定秘密保護法廃棄の闘い、幕開け

2月号 特集 記憶障害の花嫁 映画『抱きしめたい』のオリジナルストーリー
3月号 特集 3年目の福島 1. 原発事故ゼロ地点 2. 福島の食卓 3.三春町 母が追うホットスポットほか
4月号 特集 DAYS JAPAN が伝えた10年

「1枚の写真が国家を動かすこともある」と私たちは信じた。

5月号 特集 第10回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞 受賞者発表
6月号 特集 実測チェルノブイリ放射能汚染地図 福島の人が住む町と比較
7月号 特集 戦争の記憶を消す権力 軍事要塞化される沖縄
9月号 特集 フォトジャーナリスト 広河隆一
10月号 特集 「慰安婦」が見た日本軍
11月号 特集 遺伝子組み換えのタブー
12月号 特集 動物たちの感情世界

2015年
1月号 特集 若者を蝕む 依存症という危険
2月号 特集 かえせふるさと飯舘村
3月号 特集 「イスラム国（ISIS）」
4月号 特集 特集1：沖縄

特集2：事故10年目の健康調査

5月号 特集 第11回 ＤＡＹＳ国際フォトジャーナリズム大賞第１弾 写真が伝える命のメッセージ
6月号 特集 特集1：沖縄をかえせ 沖縄のもとに

特集2：安保法制

7月号 特集 福島 小児甲状腺がん「多発」認める。
8月号 特集 食品のトランス脂肪酸 子どもの脳があぶない
9月号 特集 人々の意志が戦争を止める日が必ず来る

反・戦争法案

10月号 特集 福島・これでも帰還か！
11月号 特集 反骨のジャーナリスト 福島菊次郎
12月号 特集 愛媛県・伊方原発 逃げられないのに なぜ再稼働なのか！

2016年
1月号 特集 「テロ」と「反テロ戦争」の時代
2月号 特集 安倍政権に命の舵は渡さない 2016年をどう生きるか
3月号 特集 チェルノブイリ30年 福島5年 人々に何が起きたか 広河隆一現地取材
4月号 特集 福島「風評被害」を考える
5月号 特集 紛争と難民 世界はどこに向かうのか 第12回DAYS国際フォトジャーナリズム大賞

英語版DAYS JAPAN
No.1

特集 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2005

No.2

特集 イスラエル、枯葉剤、日本の性産業

No.3

特集 加害者としての日本、イラクの子供達、メディアは命を救えるか

No.4

特集 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2006

No.5

特集 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2007

No.6

特集 慰安婦、世界がもし100人の村だったら

No.7

特集 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2008

No.8

特集 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2009

No.9

特集 DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2013
計
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お申込み・お問い合わせ
株式会社 デイズジャパン
〒156-0043
東京都世田谷区松原1-3719 武内ビル302
電話 03-3322‐4150
FAX 03-3322-0353

2016年
6月号

熊本大地震から考える中央構造線が動き出したその時原発は耐えられるのか

7月号

日本会議 ／駐留米軍に年間約9000億円!!思いやりすぎ予算

8月号

1枚の写真が国家を動かすこともあるー世界を動かした歴史的写真。

6月号

7月号

8月号

