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好評
既刊 神秘列車［エクス・リブリス］� 978-4-560-09040-4

甘 耀明 著／白水紀子 訳
 定価 2052 円（本体 1900 円）

［エクス・リブリス］

鬼殺し（上下）

東山彰良氏推薦！　ノーベル賞作家・莫言が激賞！

12 月下旬刊　各四六判
定価各 3024 円（本体 2800 円）
分類・棚＝海外小説

（上）382 頁  978-4-560-09048-0
（下）360 頁  978-4-560-09049-7

日本統治時代から戦後に至る台湾・客家の
村で、日本軍に入隊した怪力の少年が、時
代に翻弄されながら祖父と生き抜く。魂を
震わす巨篇。

甘 耀明 著／白水紀子 訳

消えゆく「限界大学」
 ◎ 私立大学定員割れの構造

弱小私大が淘汰されるわけとは？

定価 2160 円（本体 2000 円）
四六判／ 240 頁
分類・棚＝教育・社会
12 月下旬刊 978-4-560-09526-3

消える大学と生き残る大学の違いとは何
か？　定員割れが起きるメカニズムに着目
し、その歴史的経緯にまでさかのぼって検
証する。

小川洋 著
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政治犯の祖父が乗った神秘列車を探す旅に出た少年が見
たものとは―。台湾の歴史の襞に埋もれた人生の物語
を劇的に描く傑作短篇集！　台湾でいま最も注目される
作家の魅力を満喫できる一冊。



 ロベルト・ボラーニョ著／柳原孝敦 訳� 定価 3888 円（本体 3600 円）

�第三帝国 ［ボラーニョ・コレクション］� 978-4-560-09267-5

●

●

�鼻持ちならないガウチョ［ボラーニョ・コレクション］� 978-4-560-09263-7好評
既刊

 ロベルト・ボラーニョ著／久野量一 訳� 定価 2052 円（本体 1900 円）

偽史の政治学
 ◎ 御一新から戦後民主主義へ

新たな〈日本政治思想史〉の誕生

定価 3024 円（本体 2800 円）
四六判／ 270 頁
分類・棚＝思想・政治
12 月下旬刊 978-4-560-09528-7

近代日本の光と闇のコントラストに留意す
ることで、明治・大正・昭和というそれぞ
れの時代を象徴する一齣を提示する試み。

河野有理 著

［ボラーニョ・コレクション］

ムッシュー・パン

ペルーの前衛詩人バジェホに捧ぐ初期の中篇

定価 2484 円（本体 2300 円）
四六判／180 頁
分類・棚＝海外小説
12 月下旬刊 978-4-560-09268-2

1938 年、パリ。ピエール・パンの元に貧し
い南米人のしゃっくりを治してほしいとい
う依頼が舞い込む……初期の忘れがたい中
篇小説。

ロベルト・ボラーニョ 著／松本健二 訳

●
［文庫クセジュ1009］

レジリエンス�◎ こころの回復とはなにか

精神医学におけるレジリエンス研究の現状

定価 1296 円（本体 1200 円）
新書判／170 頁
分類・棚＝心理学
12 月中旬刊 978-4-560-51009-4

人によって困難な状況はさまざまである。
それぞれの困難に向き合いその先に進むた
めに。精神医学におけるレジリエンス研究
の現状とは。

セルジュ・ティスロン 著／阿部又一郎 訳

★



●

●

ニューエクスプレス��バスク語
知らないことばへテイクオフ！

定価 3672 円（本体 3400 円）
A5 判／152 頁
分類・棚＝語学
12 月下旬刊 978-4-560-08732-9

見やすい・わかりやすい・使いやすい！　
会話から文法へ─はじめての入門書◆決
定版。西・仏にまたがるバスク地方の魅惑
の言語！

吉田浩美 著 《CD 付》

ワインのフランス語［改訂版］

ワインに関する表現、用語を豊富に収録

定価 2596 円（本体 2400 円）
Ａ 5 判／180 頁
分類・棚＝ワイン・語学
12 月上旬刊 978-4-560-08738-1

会話とコラムで、フランス語とワインの基
礎を同時に学べます。充実の和仏英ワイン
用語集付き。ワイン愛好家の必携書。

立花規矩子、立花洋太、立花峰夫 著

●

アブサンの文化史��禁断の酒の二百年
政治や医療や戦争の観点からも詳しく解説

定価 3024 円（本体 2800 円）
Ａ 5 判／ 256 頁
分類・棚＝文化史
12 月下旬刊 978-4-560-09529-4

１９～２０世紀にかけて、芸術家たちに愛
飲されてきた「緑の妖精」―ニガヨモギ
からつくられるアブサンを、図版もたっぷ
りと解説。

バーナビー・コンラッド３世 著／浜本隆三 訳

好評
既刊

 アントワーヌ・ルプティ・ド・ラ・ビーニュ 著／星埜聡美 訳
 定価 2376 円（本体 2200 円）

ビオディナミ・ワイン�35の Q＆A� 978-4-560-08469-4

好評
既刊

マット・クレイマー 著／阿部秀司 訳 � 定価 4104 円（本体 3800 円）

ブルゴーニュワインがわかる 978-4-560-03993-9

世界最高峰の白ワインの造り手「ドメーヌ・ルフレーヴ」
の醸造家が、ビオディナミの考え方とワイン造りの真実
を、35 の質問に答える形でわかりやすく伝える。巻末に
ブルゴーニュの主なビオディナミ生産者のリスト付。



※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。

11 ／初旬�中日・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8 〜 5.1/5）新刊
11／ 1� 朝日（3.1/8）新刊
11／ 3� 毎日（3.1/8）新刊
11／ 16� 河北（3.1/8）新刊
11／ 17� 京都（5.1/4）新刊
11／ 18� NHK語学テキスト（フランス語、ドイツ語、スペイン語）（1/2 〜 1p）新刊・良好書
11／ 28� 朝日（3.1/8）新刊
11／ 30� 朝日（3.1/8）新刊

11／ 14�『21世紀のイスラム過激派　アルカイダからイスラム国まで』
11／ 22�『金融危機はまた起こる　歴史に学ぶ資本主義』『言葉から社会を考える　この時代に〈他者〉とど

う向き合うか』
11／ 24�『カラー版　神のかたち図鑑』『ヒトラーの絞首人ハイドリヒ』『わたしはこうして執事に

なった』
12／ 1� 『幾世の底より　評伝・明石海人』
12／ 9� 『ワインのフランス語［改訂版］』『美女と野獣［オリジナル版］』

11 月の広告予定

11 月中旬〜 12 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

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

好評既刊

黒田龍之助 著

寝るまえ5分の外国語
 ◎ 語学書書評集

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。

発売中　定価 2052 円（本体 1900 円）
四六判／ 260 頁
分類・棚＝語学　978-4-560-08727-5


