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★印は注目商品です。
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［近現代ヨーロッパ史］

地獄の淵から ◎ヨーロッパ史1914‒1949

今日の世界を形成した 20 世紀の諸力を解明

定価 6696 円（本体 6200 円）
Ａ 5 判／口絵 16 頁＋ 500 頁
分類・棚＝現代史
2 月下旬刊  978-4-560-09536-2

英国の泰斗が 20 世紀前半を通観。二度の世
界大戦を軸に、政治・経済・文化と各地域
を網羅、学識と読みやすさを兼ね備えた決
定版！

イアン・カーショー 著／三浦元博、竹田保孝 訳

以降続刊   近現代ヨーロッパ史  全 4 巻   	

『分断された大陸　ヨーロッパ史 1950‒現在』	 イアン・カーショー	著
『力の追求　ヨーロッパ史1815‒1914		上・下』 リチャード・エヴァンズ	著

●

メルロ＝ポンティ哲学者事典 第3巻
歴史	実存	社会

 ドゥルーズによるベルクソン論の初出文献！

定価 5832 円（本体 5400 円）
Ａ 5 判／464 頁
分類・棚＝哲学
2 月下旬刊  978-4-560-09313-9

ヘーゲル、マルクス、ニーチェ、ベルクソン、
ハイデガー、サルトル……主に 19 〜 20 世
紀に活躍した 300 名超の哲学者たちを立項
解説。

モーリス・メルロ＝ポンティ 編著／加賀野井秀一 他監訳

以降続刊   メルロ＝ポンティ哲学者事典  全 3 巻・別巻 1   	

◆次回刊行予定　◎第 2巻　2017 年 4月刊
◎第1巻　2017年 6月刊　◎別巻　2017年 8月刊

 2月



●

●

《エクス・リブリス》

10:04

オースター、フランゼンが絶賛する期待の若手

定価 3132 円（本体 2900 円）
四六判／ 284 頁
分類・棚＝海外小説
2 月下旬刊  978-4-560-09050-3

ハリケーン迫るブルックリン。処女小説で
予想外の評価を受けた詩人の“僕”は、新
たに長篇の執筆を打診されるが……米の新
鋭による傑作長篇小説。

ベン・ラーナー 著／木原善彦 訳

オリュンポスの神々の歴史
	◎	古代からルネサンスにいたる歴史

宗教儀式の対象から想像力の象徴へ

定価 3996 円（本体 3700 円）
四六判／ 330 頁
分類・棚＝歴史
2 月下旬刊  978-4-560-09517-1

“ギリシア神話の神々”は、どこから来てど
こへ行くのか。ホメロス以前の姿からルネ
サンス、さらにベルリン・オリンピックま
での受容史。

バルバラ・グラツィオーシ 著／西村賀子 監訳／西塔由貴子 訳

ロベスピエール
等身大のロベスピエールへ

定価 3888 円（本体 3600 円）
四六判／440 頁
分類・棚＝歴史
2 月下旬刊  978-4-560-09535-5

恐怖政治によって革命を破滅に追い込んだ
独裁者でもなく、共和政の美徳を謳いあげ
た「清廉の士」でもなく。等身大のロベス
ピエールへ。

ピーター・マクフィー 著／高橋暁生 訳

好評発売中

テヘランでロリータを読む（新装版）

アーザル・ナフィーシー 著／市川恵里 訳�
定価 2592 円（本体 2400 円）	 978-4-560-09537-9

イスラーム革命後のイラン。弾圧のため職を失った女性
教授は、教え子たちと密かに禁じられた小説を読む読書
会をひらく。全体主義の恐怖の中、読書と魂の自由を求
めた衝撃の回想録。

●



●
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ニューエクスプレス チベット語
知らないことばへテイクオフ！

定価 3456 円（本体 3200 円）
A5 判／150 頁
分類・棚＝語学
2 月下旬刊  978-4-560-08740-4

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。蒼天と名峰を仰ぐ天空の高原、信仰
の大地へ！

星 泉、ケルサン・タウワ 著 《CD 付》

対訳 フランス語で読む「レ・ミゼラブル」
壮大なストーリーを名場面の味読で愉しむ

定価 2484 円（本体 2300 円）
四六判／145 頁
分類・棚＝語学
2 月中旬刊  978-4-560-08739-8

ユゴーの大作を名場面の抜粋で読みましょ
う。作品を原文で味わうのは、学習者なら
ではの喜びです。原文収録 CD付。挿絵図
版多数。

稲垣直樹 編著 《CD 付》

［白水Uブックス209］

ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む

こんな幸せ、あり ?! 　傑作ブラックコメディ

定価 1512 円（本体 1400 円）
新書判／ 230 頁
分類・棚＝海外小説
2 月上旬刊  978-4-560-07209-7

冴えない中年独身男の前に絶世の美女が現
れ、彼の人生は一変する。突然の有名人扱い、
異例の大昇進……不可解な幸運の裏には何
が？

フリードリヒ・デュレンマット 著／増本浩子 訳

●

［文庫クセジュ1010］

モラル・ハラスメント ◎職場におけるみえない暴力

モラハラ概念提唱者による有効な定義と予防策

定価 1296 円（本体 1200 円）
新書判／180 頁
分類・棚＝社会
2 月中旬刊  978-4-560-51010-0

職場ハラスメントのメカニズム、その原因
と結果、諸外国での取り組み状況を紹介し、
職場のいじめ問題を解説。日本の現状にも
言及。

マリー = フランス・イルゴイエンヌ 著／大和田敢太 訳

●



1月の広告予定
1 ／初旬� 中日・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8 〜 5.1/5）新刊
1／ 5� 毎日（3.1/8）新刊
1／ 8� 朝日（3.1/8）新刊
1／ 18� NHK語学テキスト（フランス語、スペイン語）（1/2 〜 1p）新刊・良好書
1／ 19� 河北（3.1/8）新刊
1／ 20� 京都（5.1/4）新刊
1／ 26� 朝日（3.1/8）新刊
1／ 30� 朝日（3.1/8）新刊

1／ 13� 『ボラーニョ・コレクション　ムッシュー・パン』
1／ 18� 『白水Uブックス 208／海外小説　永遠の本棚　天使の恥部』
1／ 24� 『ニーチェをドイツ語で読む』
1／ 27� 『今日からはじめる台湾華語《ＣＤ付》』『蔡英文自伝�台湾初の女性総統が歩んだ道』
� 『私たちが姉妹だったころ』『張作霖�爆殺への軌跡��一八七五 - 一九二八』
2／ 7� 『白水Uブックス 209／海外小説　永遠の本棚　ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む』

1月中旬〜 2 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

重版出来！

閻 連科 著／谷川毅 訳
年月日
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？

発売中　定価 1836 円（本体 1700 円）
四六判／154 頁
分類・棚＝海外小説　978-4-560-09531-7

朝日・日経ほか続々書評掲載！

ヘレン・マクドナルド 著／山川純子 訳
オはオオタカのオ
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。

発売中　定価 3024 円（本体 2800 円）
四六判／ 370 頁
分類・棚＝ノンフィクション・生物　978-4-560-09509-6

※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。


