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★印は注目商品です。

黒田龍之助 著 定価 1620 円（本体 1500 円）

寄り道ふらふら外国語� 978-4-560-08683-4

●

★アメリカの資本主義
没後十年、古典的名著の復刊

定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／ 256 頁
分類・棚＝経済
9 月下旬刊  978-4-560-09511-9

巨大かつ強力な市場支配にいかに対峙すべ
きか？　チェーンストアや生協、労組に「拮
抗力」を見出した異端派経済学者の輝やけ
る出発点。

ジョン・K・ガルブレイス 著／新川健三郎 訳
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寝るまえ5分の外国語
 ◎ 語学書書評集

すぐれた語学書は限りなく文学作品に近づく

定価 2052 円（本体 1900 円）
四六判／ 260 頁
分類・棚＝語学
9 月中旬刊  978-4-560-08727-5

語学参考書（ゴガクショ）は文法や会話表
現だけでなく、新たな世界の魅力まで教え
てくれる。読めば読むほど面白いオススメ
の 103 冊。

黒田龍之助 著

好評
既刊

黒田龍之助 著� 定価 1026 円（本体 950 円）

もっとにぎやかな外国語の世界［白水Ｕブックス］ 978-4-560-72129-2

●

好評
既刊



好評
既刊

●

フクロウ　◎その歴史・文化・生態� 978-4-560-08181-5好評
既刊

デズモンド・モリス 著／伊達 淳 訳� 定価 2808 円（本体 2600 円）

マーク・ローランズ 著／今泉みね子 訳� 定価 2592 円（本体 2400 円）

哲学者とオオカミ　◎愛・死・幸福についてのレッスン� 978-4-560-08056-6

●

ぜんぶ落語の話
第一人者が重層的に繰り広げる落語の魅力

定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／ 224 頁
分類・棚＝芸能
9 月下旬刊  978-4-560-09520-1

噺家のさまざまな物語を中心に、戦争前後
の落語界の変遷、演劇や俳句との関係など
を重層的に織りなす、通をも唸らせる高質
エッセイ。

矢野誠一 著

オオタカとの日々
「この鷹が私を捕らえた。その逆ではない」

定価 3024 円（本体 2800 円）
四六判／ 360 頁
分類・棚＝ノンフィクション・生物
9 月下旬刊  978-4-560-09509-6

愛する父の突然の死。喪失のさなか「私」
はオオタカを手に入れた―サミュエル・
ジョンソン賞とコスタ賞に輝いた感動のメ
モワール。

ヘレン・マクドナルド 著／山川純子 訳

★

昭和食道楽� 978-4-560-08150-1好評
既刊

矢野誠一 著／唐仁原教久 画
� 定価 2484 円（本体 2300 円）

油揚げ、アイスキャンデー、ハム、塩せんべい……昭和
の子どもに欠かせない代表的な食べ物の数々を、文人や
芸人の逸話を傍らに、懐かしい思い出とともに紡ぎだす、
風雅なる味覚散歩。



●

●

●

翻訳のダイナミズム
 ◎ 時代と文化を貫く知の運動

翻訳者は格闘する、新たな文化創出のために

定価 4320 円（本体 4000 円）
四六判／496 頁
分類・棚＝文化史
9 月下旬刊  978-4-560-09510-2

古代ギリシアの科学・文化はいかに中世ア
ラビア・近代日本へと継承されたのか。叡
知の伝播を壮大に描く前人未踏の《翻訳の
世界史》。

スコット・L・モンゴメリ 著／大久保友博 訳

［高山宏セレクション／異貌の人文学　第2期］

形象の力　◎ 合理的言語の無力

世界の再発見のために。人文主義復興宣言

定価 5832 円（本体 5400 円）
四六判／ 376 頁
分類・棚＝哲学
9 月下旬刊  978-4-560-08308-6

近代合理主義の論証言語に対する形象言語
の優位と、古代雄弁術の復権を謳い、メタ
ファによる世界再統合の道を探るフマニス
ム形象論。

エルネスト・グラッシ 著／原 研二 訳

キリスト教一千年史（上下）

初期キリスト教の発展に、各地域文化とのつながりを見る

9 月下旬刊　各四六判／各 350 頁
定価各 3672 円（本体 3400 円）
分類・棚＝歴史

（上）978-4-560-08457-1
（下）978-4-560-08458-8

イエスの誕生と死から千年間の歴史を、ヨ
ーロッパからインドや中国まで、かつてな
い地理的な広がりのなかで、わかりやすく
語る。

ロバート・ルイス・ウィルケン 著／大谷 哲、小坂俊介、津田拓郎、
青柳 寛俊 訳

●

パリの漆職人　菅原精造
フランス工芸界に多大な影響を与えた幻の巨匠

定価 5184 円（本体 4800 円）
四六判／ 360 頁
分類・棚＝美術
9 月上旬刊  978-4-560-09508-9

明治 38 年渡仏、生涯を異国の地で漆工芸の
発展に尽くした「幻の巨匠」。その謎の生涯
と業績を元フジTVパリ支局長が執念の調
査で再現。

熱田充克 著



※搬入予定日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。

8 ／ 18� 『死神の報復　レーガンとゴルバチョフの軍拡競争（上下）』
8／ 23� 『エクス・リブリス　ブラインド・マッサージ』『中級ドイツ語会話ハンドブック《ＣＤ付》』
� 『カンパン夫人　フランス革命を生き抜いた首席侍女』
8／ 26� 『クレムリン　赤い城塞の歴史（上下）』『中国語の入門［最新版］《ＣＤ付》』
� 『ゲルダ・タロー　ロバート・キャパを創った女性』『ガルブレイス　異端派経済学者の肖像』
9／ 2� 『パリの漆職人　菅原精造』

8 月中旬〜 9 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

朝日・日経他続々書評掲載

蔡 英文 著／前原志保 監訳／阿部由理香 他訳
蔡英文��新時代の台湾へ
台湾初の女性総統が、一度は総統選に敗北しながらも、市
民との対話を通し模索し続けた、新たなリーダーシップの
形と未来の台湾の姿。
発売中　定価 2052 円（本体 1900 円）四六判／ 272 頁
分類・棚＝政治・経済　978-4-560-09248-4

百貨店のマネキン、月下のブランコ、屋根裏部屋のピエロと
目覚める人形など、作家の神髄が凝縮。眠られぬ読者に贈る、
魅惑の中篇！
発売中　定価 2268 円（本体 2100 円）　四六変型／190 頁
分類・棚＝海外小説　978-4-560-09241-5

3 刷出来！

スティーヴン・ミルハウザー 著／柴田元幸 訳
魔法の夜

温 又柔 著 定価 2052 円（本体 1900 円）

台湾生まれ�日本語育ち� 978-4-560-08479-3

［白水Uブックス208］

来福の家

日本語、台湾語、中国語が奏でる新しい文学

定価 1512 円（本体 1400 円）
新書判／ 290 頁
分類・棚＝日本文学
9 月下旬刊  978-4-560-07208-0

台湾生まれ、日本育ちの主人公は、三つの
母語の狭間で格闘する―。すばる文学賞
佳作受賞の鮮烈なデビュー作「好去好来歌」
を収録。

温 又柔 著

●

好評
既刊


