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 11月

言葉から社会を考える
 ◎ この時代に〈他者〉とどう向き合うのか

その眼差しは誰のものなのか？

定価 1080 円（本体 1000 円）
Ａ 5 判／130 頁
分類・棚＝社会・外国語
11 月下旬刊 978-4-560-09530-0

移民が溢れテロが頻発する時代に〈他者〉
とどう向き合うか。27 言語の視点から見た
〈多様性〉とは？　学長ほかによる座談会も
収録。

東京外国語大学 編

●

金融危機はまた起こる
 ◎ 歴史に学ぶ資本主義

これを読んで危機を生き抜け！

定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／ 310 頁
分類・棚＝経済
11 月下旬刊 978-4-560-09523-2

リーマンショックからチューリップバブル
まで、英フィナンシャル・タイムズ紙の名
物コラムニストが語る資本主義の過去・現
在・未来！

ジョン・プレンダー 著／岩本正明 訳

●

年月日
受け継がれる「命」の物語。魯迅文学賞作品

定価 1836 円（本体 1700 円）
四六判／160 頁
分類・棚＝海外小説
11 月上旬刊 978-4-560-09531-7

大日照りの村に残った老人と盲目の犬。一
本のトウモロコシの苗を守り、ネズミやオ
オカミと闘う。命をつなぐための、最後の
手段とは？

閻 連科 著／谷川 毅 訳

●

★



私はこうして執事になった
 ◎ 二十世紀名執事列伝

『おだまり、ローズ』の著者による、男性使用人の世界

執事には誰がどういうキャリアを経てなる
のか。大貴族や英国大使館の名執事からド
ロップアウト組まで五人が語る、笑いと苦
労の年月。

ロジーナ・ハリソン 著／新井潤美 監修／新井雅代 訳

●

★ 21世紀のイスラム過激派
 ◎ タリバンからイスラム国まで

なぜテロに走るのか？

イスラム原理主義組織の成り立ちや歴史的
背景から、組織に属さない「ローンウルフ」
の若者まで、過激化するメカニズムを解き
明かす。

ジェイソン・バーク 著／木村一浩 訳

定価 2808 円（本体 2600 円）
四六判／ 368 頁
分類・棚＝歴史
11 月下旬刊 978-4-560-09527-0

危険な道　9.11 首謀者と会見した唯一のジャーナリスト� 978-4-560-08488-5好評
既刊

ユスリー・フーダ 著／師岡カリーマ・エルサムニー 訳
� 定価 2052 円（本体 1900 円）

2002 年のある日、アメリカ同時多発テロ事件を計画した
張本人からアルジャジーラの記者、ユスリー・フーダの
携帯番号に電話がかかる。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
た元記者が 9.11 の真相を語る。

おだまり、ローズ　子爵夫人付きメイドの回想� 978-4-560-08381-9好評
既刊

ロジーナ・ハリソン 著／新井潤美 監修／新井雅代 訳
� 定価 2592 円（本体 2400 円）

大富豪のアスター子爵夫人は才色兼備な社交界の花形で
英国初の女性下院議員、おまけにとってもエキセントリ
ック！　型破りな貴婦人に仕えた型破りなメイドの、笑
いと涙の 35 年間。

定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／ 322 頁
分類・棚＝ノンフィクション・社会
11 月下旬刊 978-4-560-09507-2

★

●



●

神のかたち図鑑
魅力的で彩り豊かな世界の神々

定価 6264 円（本体 5800 円）
四六判／ 550 頁
分類・棚＝神話・宗教
11 月中旬刊 978-4-560-09513-3

神さまの姿形は時代や文化によって大きく
異なります。人類の創造力の世界をこの一
冊でお楽しみください。図版はすべて総天
然色。

松村一男、平藤喜久子 編著

★美女と野獣［オリジナル版］

レア・セドゥやエマ・ワトソン主演の映画版と比べて読みたい！

定価 1836 円（本体 1700 円）
四六判／170 頁
分類・棚＝海外小説
11 月下旬刊 978-4-560-09525-6

ディズニー映画で有名なおとぎ話は、本当
はこんな物語だった！　フェアリーテイル
の名作をはじめて日本語に訳した完全版。
さし絵付き。

Ｇ＝Ｓ・ド・ヴィルヌーヴ夫人 著／藤原真実 訳

初版グリム童話集（全５巻）［白水Ｕブックス］�好評
既刊

グリム兄弟 著／𠮷原高志、𠮷原素子 訳
各巻定価 972 〜1026 円（本体 900 〜 950 円）

子殺し、近親相姦、大らかな性表現……。一般に流布してい
る第七版では味わえない魅力に溢れる〈初版〉の全訳。あな
たが読んだグリム童話と読み比べてみませんか。Uブックス
化に際しては、大きな活字を用いるなど、読みやすさを追求
しました。

神の文化史事典� 978-4-560-08265-2好評
既刊

松村一男、平藤喜久子、山田仁史 編
� 定価 4104 円（本体 3800 円）

世界中の神々の名前や能力、属性をまとめた日本で初め
ての事典。この一冊で人間の想像力の広がりを堪能でき
る。出典・参考文献、キーワード索引、地域別神名一覧
など付録も充実。

	 1　978-4-560-07164-9	 2　978-4-560-07165-6	 3　978-4-560-07166-3
	 4　978-4-560-07167-0	 5　978-4-560-07168-7

●



※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。

●

幾世の底より  評伝・明石海人
ハンセン病歌人が絞り出す生きる意味の数々

定価 7128 円（本体 6600 円）
四六判／ 520 頁
分類・棚＝評伝
11 月中旬刊 978-4-560-09522-5

昭和初期、彗星のごとく時代の寵児に躍り
出た幻の大歌人が、ハンセン病との闘いの
中で見出した生きる意味を、執念の調査を
基に描く。

荒波 力 著

10 ／ 14�『韓国語リーディング　タングニの韓国人生劇場』『あらゆる文士は娼婦である　19世紀フ
ランスの出版人と作家たち』

10／ 21�『スペイン語動詞の決め技』『エクス・リブリス　わかっていただけますかねえ』
� 『文庫クセジュ 1008　音声の科学�音声学入門』
10／ 24�『初級から中級へ！�中国語の構文攻略ドリル』『娯楽番組を創った男　丸山鐵雄と〈サラリーマン表

現者〉の誕生』
10／ 25�『ラブ・ゲーム�テニスの歴史』『ヒトラーの元帥　マンシュタイン（上下）』
11／ 9� 『年月日』

10 月中旬〜 11 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

●

ヒトラーの絞首人ハイドリヒ
独の歴史学者による、最初の本格的な評伝

定価 5184 円（本体 4800 円）
四六判／490 頁
分類・棚＝歴史
11 月下旬刊 978-4-560-09521-8

ホロコーストの悪名高い主犯の生涯。最新
研究を踏まえ、「ユダヤ人絶滅政策」を急進
的に推進した男の素顔に迫る。解説＝増田
好純

ロベルト・ゲルヴァルト 著／宮下嶺夫 訳

重版出来！

譚 璐美 著
帝都東京を中国革命で歩く

〈明治維新〉と〈中国革命〉が交錯した早稲田、本郷、
そして神田……街歩きで見つけた帝都東京の新たな相
貌。カラー図版多数。

発売中　定価 1944 円（本体 1800 円）
四六判／ 256 頁
分類・棚＝日本史　978-4-560-09250-7


