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★印は注目商品です。

●

●

美術史を一変させた視覚とフォルムの革命

植民地主義の残像か、グローバリズムの原型か

定価 12960 円（本体 12000 円）
菊判／ 770 頁
分類・棚＝美術
2 月下旬刊  978-4-560-09252-1

定価 2376 円（本体 2200 円）
四六判／ 350 頁
分類・棚＝社会・ノンフィクション
2 月下旬刊  978-4-560-08491-5

『アヴィニョンの娘たち』の衝撃、盟友ブラックと
の出会い、大戦の勃発……キュビスムの誕生と発
展の軌跡を克明に辿る待望の第二巻！

露天商から起業家まで、中国移民が追い求める「ア
フリカン ･ ドリーム」の実態を、サハラ以南 10 カ
国を巡って詳細に描いた傑作ルポ。

ジョン・リチャードソン 著／木下哲夫 訳

ハワード・Ｗ・フレンチ 著／栗原  泉 訳

ピカソⅡ
 ◎ キュビスムの叛乱

中国第二の大陸 アフリカ
 ◎ 100 万の移民が築く新たな帝国

★

★

ピカソⅠ ◎ 神童 1881-1906 978-4-560-09251-4

ネオ・チャイナ ◎ 富、真実、心のよりどころを求める 13 億人の野望 978-4-560-08451-9

好評
既刊

好評
既刊

ジョン・リチャードソン 著／木下哲夫 訳� 定価 12960 円（本体 12000 円）

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



●

●

映画こそが現実なのか？　待望の最新作！

ガーディアン処女作賞受賞作品

定価 3672 円（本体 3400 円）
四六判／440 頁
分類・棚＝海外小説
2 月下旬刊  978-4-560-08489-2

定価 2484 円（本体 2300 円）
四六判／ 230 頁
分類・棚＝海外小説
2 月下旬刊  978-4-560-09044-2

語り手がさまざまな映画に言及し、映画に組み込
まれ、映画を生きる……無意識や闇が銀幕に映写
されるがごとき、特異な「映画小説」。

アイルランドの田舎町の住民 21 人が語る、人生の
軋轢と挫折。「語り」が重層的に響き合い、人間模
様を綾なす。遅咲きの新鋭による傑作長篇 !

スティーヴ・エリクソン 著／柴田元幸 訳

ドナル・ライアン 著／岩城義人 訳

ゼロヴィル

［エクス・リブリス］

軋
き し

む心

★

★

黒い時計の旅 ［白水 U ブックス］ 978-4-560-07150-2

倒壊する巨塔 ◎ アルカイダと「9・11」への道（上・下） 978-4-560-08019-1・08020-7

好評
既刊

好評
既刊

スティーヴ・エリクソン 著／柴田元幸 訳� 定価 1620 円（本体 1500 円）

ローレンス・ライト 著／平賀秀明 訳� 各定価 2592 円（本体 2400 円）

●ジャーナリストが守るべきものとは何か

定価 2052 円（本体 1900 円）
四六判／ 250 頁
分類・棚＝社会・ノンフィクション
2 月中旬刊  978-4-560-08488-5

世界の諜報機関さえ居場所を知らなかったアルカ
イダ幹部と 48 時間にわたって過ごした元アルジャ
ジーラ記者がついに 9.11 の真相を語る。

ユスリー・フーダ 著／師岡カリーマ・エルサムニー 訳

危険な道
 ◎ 9.11 首謀者と会見した唯一のジャーナリスト

★



●

●

●

ハードな練習をこなして実力アップを実感！

この１冊で仏検突破！

４万人以上の学習者がこの本を使っています

定価 2268 円（本体 2100 円）
B5 判／176 頁
分類・棚＝語学
2 月中旬刊  978-4-560-08713-8

定価 2160 円（本体 2000 円）
A5 判／180 頁
分類・棚＝語学
2 月下旬刊  978-4-560-08711-4

定価 2484 円（本体 2300 円）
A5 判／196 頁
分類・棚＝語学
2 月中旬刊  978-4-560-08712-1

初級から中級への 55 のステップを見開きで「文法
のまとめ＋練習問題」で構成。書き取り問題も充実。
文法のおさらいや力試しに最適。

過去問を一新、練習問題を増補。的確な文法説明、
ゆきとどいたヒントと豊富な聞き取り問題で、どん
どん進める「仏検対策」の決定版。

過去問の出題傾向を分析し、学習のポイントと類
題で独検合格に必要な文法事項をマスターする、
ベストセラーの最新版。基本単語 1700 語付。

須賀井義教 著

モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子 編著

恒吉良隆 編著

韓国語文法ドリル
 ◎ 初級から中級への 1000 題《CD 付》

仏検対策準２級問題集［改訂版］《CD付》

独検対策4級・3級問題集［四訂版］《CD 付》

●音楽が力、支え、ときには武器となった時代

定価 3024 円（本体 2800 円）
四六判／ 292 頁
分類・棚＝現代史
2 月下旬刊  978-4-560-08478-6

楽器修理人アムノンの元には、ホロコーストをくぐ
り抜けた多くの楽器が持ち込まれた。音楽を力に
生き延びた有名無名の持ち主の物語。

ジェイムズ・Ａ・グライムズ 著／宇丹貴代実 訳

希望のヴァイオリン
 ◎ ホロコーストを生きぬいた楽器たち



※ 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。

1月の広告予定

1月上旬〜下旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

1 ／初旬� 中日・東京・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8 〜 5.1/5）新刊
1／ 5� 毎日（5.1/5）新刊
1／ 8� 朝日（3.1/8）新刊
1／ 15� 山と渓谷（1/3p）『日本登山大系』
1／ 18� NHK語学テキスト（フランス語、ドイツ語、スペイン語）新刊・良好書
1／ 19� 河北（3.1/8）新刊
1／ 20� 京都（5.1/4）新刊
1／ 25� 波（1/3p×2）新刊
1／ 29� 東京（1枠）新刊

1／ 6� 『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　槍ヶ岳・穂高岳』『日本登山大系［普及版］８　八ヶ岳・奥秩父・中央アルプス』
� 『日本登山大系［普及版］９　南アルプス』『日本登山大系［普及版］１０　関西・中国・四国・九州の山』
1／ 7� 『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』
1／ 18� 『高山宏セレクション〈異貌の人文学〉�道化と笏杖』『愛犬たちが見たリヒャルト・ワーグナー』
1／ 25� 『デイヴィッド・ヒューム�哲学から歴史へ』

●古代ギリシア時代その島は世界の中心だった

定価 1296 円（本体 1200 円）
新書判／ 204 頁
分類・棚＝歴史
2 月中旬刊  978-4-560-51004-9

ヨーロッパ・アジア・アフリカ大陸から等距離に位
置するクレタ島。古代ミノア文明から第二次世界
大戦まで、波乱に富んだ歴史をたどる。

ジャン・テュラール 著／幸田礼雅 訳

［文庫クセジュ1004］

クレタ島

未曾有の大戦の全容を網羅し、明瞭かつ精彩に描いた通史。英国の戦史
ノンフィクション作家による全三
巻の超大作。半藤一利氏推薦！

2015 年の白水社を代表する本 ■ 続々重版！

アントニー・ビーヴァー 著／平賀秀明 訳 （全３巻）
第二次世界大戦1939-45

発売中　各四六判
分類・棚＝現代史

（上）定価 3564 円（本体 3300 円）
口絵 8 頁＋ 540 頁  978-4-560-08435-9

（中）定価 3564 円（本体 3300 円）
口絵 8 頁＋ 527 頁  978-4-560-08436-6

（下）定価 3564 円（本体 3300 円）
口絵 8 頁＋ 531 頁  978-4-560-08437-3


