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★印は注目商品です。

●緊急出版！　お早めにご注文ください

定価 999 円（本体 925 円）
A5 判／144 頁
分類・棚＝社会
12月下旬刊  978-4-560-08490-8

新たな危機とどう向き合うか？　シリア内戦から欧
州統合まで、27 名の識者が事件の背景を多角的に
検証。論客による緊急座談会も収録。

白水社編集部 編

パリ同時多発テロを考える
「ふらんす」特別編集

★

イスラーム、国家、ライシテ……表現の自由にとどまらぬ争点を浮上さ
せた、パリの風刺週刊紙襲撃テ
ロ！　30 名の識者が緊急レポー
ト。

好評既刊 ■ 併売をお願いいたします

定価 999 円（本体 925 円）
A5 判／135 頁
分類・棚＝社会
発売中  978-4-560-08430-4

鹿島  茂、関口涼子、堀  茂樹 編

シャルリ・エブド事件を考える
ふらんす特別編集

共和国か宗教か、それとも 十九世紀フランスの光と闇� 978-4-560-08480-9

アラブ 500 年史（上・下）� （上）978-4-560-08328-4

 オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで （下）978-4-560-08329-1

好評
既刊

好評
既刊

宇野重規、伊達聖伸、髙山裕二 編著� 定価 2484 円（本体 2300 円）

ユージン・ローガン 著／白須英子 訳� 各定価 3564 円（本体 3300 円）



●大作曲家が心を許せた相手は犬だけだった？

定価 3132 円（本体 2900 円）
四六判／ 364 頁
分類・棚＝音楽
1月中旬刊  978-4-560-08487-8

こよなく愛した犬たちとのかかわりを通して、大作
曲家の生涯と創作の秘密を明らかにする、敬意と
皮肉とユーモアに満ちた斬新な評伝。

ケルスティン・デッカー 著／小山田  豊 訳
愛犬たちが見たリヒャルト・ワーグナー★

ビオディナミ・ワイン 35 の Q&A� 978-4-560-08469-4

ネオ・チャイナ� 978-4-560-08451-9

ムシェ　小さな英雄の物語� 978-4-560-09042-8

好評
既刊

好評
既刊

好評
既刊

ルプティ・ド・ラ・ビーニュ 著 / 星埜聡美訳� 定価 2376 円（本体 2200 円）

エヴァン・オズノス 著 / 笠井亮平 訳� 定価 2808 円（本体 2600 円）

キルメン・ウリベ 著 / 金子奈美 訳� 定価 2484 円（本体 2300 円）

●初めて示される全体像

定価 2376 円（本体 2200 円）
四六判／ 232 頁
分類・棚＝哲学
1月下旬刊  978-4-560-08485-4

誰も論じることが出来なかった『イングランド史』
に分け入り、哲学から歴史へ向かった巨人の足跡
を初めて明らかにした決定版評伝。

ニコラス・フィリップソン 著／永井大輔 訳

デイヴィッド・ヒューム
�◎�哲学から歴史へ

★

誘拐された幼少期から、母との閉じた日々、ヒュームの友情、執拗な隠
匿癖まで、「経済学の祖」の全体
像を初めて示した決定版評伝。

好評既刊 ■ 併売をお願いいたします

定価 3024 円（本体 2800 円）
四六判／418 頁
分類・棚＝経済・思想
発売中  978-4-560-08369-7

ニコラス・フィリップソン 著／永井大輔 訳
アダム・スミスとその時代



●

●

〈道化〉とは何者か、その元型と機能を探る

この一冊で、接続法はもうあなたのもの

定価 6912 円（本体 6400 円）
四六判／ 550 頁
分類・棚＝哲学
1 月中旬刊  978-4-560-08306-2

定価 2592 円（本体 2400 円）
A5 判／ 243 頁
分類・棚＝語学
1 月上旬刊  978-4-560-08710-7

中世の愚者文学、シェイクスピア劇から映画まで、
秩序と混沌の間に立ち、愚行により世界を豊饒化
する〈道化〉の機能を解明した名著。

まるごと一冊、接続法だけの問題集。活用形の復
習から始め、さまざまな用法をムリなくムダなく網
羅しました。もう接続法は恐くない！

ウィリアム・ウィルフォード 著／高山  宏 訳

菅原昭江 著

［高山宏セレクション〈異貌の人文学〉］

道化と笏杖

極める！ スペイン語の接続法ドリル

●諷刺とユーモア満載、サキの人間動物園

定価 1512 円（本体 1400 円）
新書判／ 304 頁
分類・棚＝海外小説
1 月上旬刊  978-4-560-07204-2

名作「開けっぱなしの窓」「お話上手」他、軽妙な
話術とウィットが冴えわたるサキの名短篇集を初
の全訳。挿絵エドワード・ゴーリー。

サキ 著／和爾桃子 訳

［白水Uブックス204／海外小説　永遠の本棚］

けだものと超けだもの★

皮肉屋で悪戯好きの青年クローヴィスが引き起こす騒動の数々。“短篇
の名手” サキの代表的作品集を初
の完訳。エドワード・ゴーリーの
挿絵を収録。

好評既刊 ■ 併売をお願いいたします

定価 1404 円（本体 1300 円）
新書判／ 272 頁
分類・棚＝海外小説
発売中  978-4-560-07199-1

サキ 著／和爾桃子 訳

［白水Uブックス199／海外小説　永遠の本棚］

クローヴィス物語



※ 搬入予定日、広告予定は変更になることがありますので、ご了承下さい。定価は 8% 税込価格です。

12 月の広告予定

12月中旬〜 1月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

12 ／初旬�中日・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8）新刊
12／ 3� 毎日（3.1/8）新刊
12／ 7� 朝日（3.1/8）新刊
12／ 15� 朝日（3.1/8）新刊
12／ 16� 京都（5.1/4）新刊
12／ 18� NHK語学テキスト（フランス語、中国語）新刊・良好書
12／ 19� 河北（3.1/8）新刊
12／ 25� 東京（1枠）新刊
12／ 25� 波（1/3p×2）新刊
12／ 27� 朝日（3.1/8）新刊

12／ 14�『続�神経内科医の文学診断』
12／ 16�『Ōe�◎ 60年代の青春』
12／ 18�『エクス・リブリス�ミニチュアの妻』『文庫クセジュ 1003�唯物論』
12／ 21�『台湾生まれ　日本語育ち』『デザインについて�◎バウハウスから生まれたものづくり』
12／ 25�『ヒトラー（上）1889－ 1936　傲慢』『「ふらんす」特別編集�パリ同時多発テロを考える』
� 『毎日１文　筆記体でフランス語』『明解ポーランド語文法』
1／ 5� 『極める！�スペイン語の接続法ドリル』『日本登山大系［普及版］7・8・9・10』
1／ 6� 『白水Uブックス 204�けだものと超けだもの』

●全国の岩場・沢・冬期ルート約四千を網羅

クライマーの間で長く語り継がれてきた、定評あ
るバリエーションルート・ガイドがお求めやすい価
格になって全巻復刊！
７　槍ヶ岳・穂高岳
８　八ヶ岳・奥秩父・中央アルプス
９　南アルプス
10　関西・中国・四国・九州の山

柏瀨祐之、岩崎元郎、小泉  弘 編
日本登山大系［普及版］7・8・9・10

1 月上旬刊　各四六判
分類・棚＝山岳

（7）定価 2376 円（本体 2200 円）
268 頁  978-4-560-09321-4

（8）定価 2484 円（本体 2300 円）
306 頁  978-4-560-09322-1

（9）定価 2592 円（本体 2400 円）
326 頁  978-4-560-09323-8

（10）定価3240円（本体 3000円）
462 頁  978-4-560-09324-5

母の作歌に対する根源的資質とは何だったのか。没後ますますその存在
感が高まる歌人の生涯をその息子
が「家族」と「作品」から描く。

好評既刊 ■ 読売・日経書評掲載　3 刷出来

定価 2484 円（本体 2300 円）
四六判／ 318 頁
分類・棚＝評伝
発売中  978-4-560-08455-7

永田  淳 著

評伝・河野裕子
たつぷりと真水を抱きて


