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★印は注目商品です。

●

期待と落胆、安堵と不安……感情の揺れをとらえ日常に
潜む皮肉を抉り出す日本オリジナル短篇集。新発見原稿
「ささやかな過去」収録。
3 月下旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／240頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09910-0

著者紹介　1888年生ま
れ。ニュージーランド
出身の作家。D・H・
ロレンス、ヴァージニ
ア・ウルフらと親交を
結ぶ。34 歳で逝去。

キャサリン・マンスフィールド 著／芹澤 恵 訳

［エクス・リブリス・クラシックス］
マンスフィールド傑作短篇集　不機嫌な女たち

●Ｖ・ウルフも嫉妬した短篇の名手の傑作 13 篇

著者紹介　1959年、横
浜市生まれ。出版社勤
務を経て、フリーラン
サーとして独立。『地図
で読む戦争の時代』（白
水社）など著書多数。

地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み
◎ 関西 1　阪急・阪神・京阪

ついに関西へ。「鉄道王国」日本の歩みを、鉄道会社職員
や沿線住民の思いが詰まった資料と当時の地図から浮か
び上がらせていく。フルカラー地図多数掲載。
3 月下旬刊  定価 2400 円（本体 2592 円） 四六判／340頁／
四色刷　分類・棚＝鉄道� 978-4-560-09545-4

今尾恵介 著

実現した夢、かなえられなかった願いの数々

地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み� 今尾恵介 著

◎ 関東 1  東急・小田急 定価 1728 円（本体 1600 円）�978-4-560-08386-4

� 2  京王・西武・東武� 定価 1836 円（本体 1700 円）�978-4-560-08408-3

� 3  京成・京急・相鉄� 定価 1944 円（本体 1800 円）�978-4-560-08456-4

好評
既刊

★



★

著者紹介　1951年生ま
れ。文学研究者、評伝
作家。フィッシャー社
元編集者。カフカに関
するエッセイを多数執
筆。

●

この人、カフカ？
◎ひとりの作家の 99 の素顔

日記や手紙、走り書きやサイン、出版広告や高校修了証、
アンケート用紙や遺言状などから、作家の知られざる魅
力を浮かび上がらせる。
3 月中旬刊  定価 2808 円（本体 2600 円）四六判／336頁
分類・棚＝海外文学� 978-4-560-09541-6

ライナー・シュタッハ 著／本田雅也 訳

カフカが高校卒業試験でカンニング？

著者紹介　1923年生ま
れ。イタリアの作家。
実験的手法を駆使した
作品で世界的な評価を
受け、「文学の魔術師」
と評される。

［白水Ｕブックス210］

不在の騎士
勇猛果敢な騎士アジルールフォの甲冑の中は空っぽだっ
た。騎士の資格を疑われて証をたてる旅に出た〈不在の
騎士〉の奇想天外な冒険譚。
3 月上旬刊  定価 1620 円（本体 1500 円）新書判／214頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-07210-3

イタロ・カルヴィーノ 著／米川良夫 訳

鎧の中はからっぽ―奇想に満ちた寓話世界

行司、呼出、床山をはじめ、相撲教習所や地方巡業担当
の親方等、相撲を支える脇役たちの人生を、タニマチな
らではの鋭く優しい視線で描く。
3 月下旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／230頁
分類・棚＝エッセイ� 978-4-560-09542-3

著者紹介　1946年高知
県生まれ。東洋美術学
校グラフィックデザイ
ン科卒業。著書「土俵
の周辺」（白水社）。

岩崎友太郎 著
土俵の群像

●力士の取組だけではない相撲世界の奥の奥

木のぼり男爵［白水 U ブックス 111］ 978-4-560-07111-3好評
既刊

イタロ・カルヴィーノ 著／米川良夫 訳 定価 1404 円（本体 1300 円）

冬の夜ひとりの旅人が［白水 U ブックス 207］ 978-4-560-07207-3好評
既刊

 イタロ・カルヴィーノ 著／脇 功 訳� 定価 1944 円（本体 1800 円）

●



「民衆」はいかに発見されたのか？　フェティシズムとの
邂逅から〈社会学〉の誕生までを描くことで跡付けた初
めての思想史。
3 月下旬刊  定価 3456 円（本体 3200 円）四六判／310頁
分類・棚＝哲学・思想� 978-4-560-09538-6

著者紹介　1972年生ま
れ。著書『共和国か宗
教か、それとも』（白
水社）、訳書『革命宗
教の起源』（マチエ著
白水社）他。

杉本隆司 著

民衆・異教・社会学
◎ 〈近代神学＝社会科学〉の系譜

●フェティシズムとの邂逅から〈社会学〉の誕生まで

白バラ抵抗運動被告ほか、死刑判決を多数下した人民法
廷長官の生涯と、司法界の闇を暴く戦慄の書。死刑判決文・
図版多数収録。
3 月下旬刊  定価 3672 円（本体 3400 円）四六判／350頁
分類・棚＝現代史� 978-4-560-09539-3

著者紹介　1950年、ド
イツ、ゲンドルフ生ま
れ。ジャーナリスト、
編集者、著述家。1978
年以降、多数の著作を
刊行。

ヘルムート・オルトナー 著／須藤正美 訳
ヒトラーの裁判官フライスラー

●総統に仕えた「血の裁判官」の実相に迫る

著者紹介　
モーリス・ジャケ　 京
都外国語大学名誉教授
舟杉真一　京都外国語
大学教授
中山智子　京都外国語
大学准教授

仏検対策準 1 級・1 級問題集［改訂版］
 《ＣＤ 2 枚付》

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。
3 月下旬刊  定価 3456 円（本体 3200 円）Ａ 5判／237頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08741-1

モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子 編著

CD2枚付、この一冊で難関突破！

好
評
既
刊

仏検対策 5 級問題集［改訂版］《ＣＤ付》 定価1944円（本体1800円） 978-4-560-08676-6
仏検対策 4 級問題集［改訂版］《ＣＤ付》 定価1944円（本体1800円） 978-4-560-08687-2
仏検対策 3 級問題集［改訂版］《ＣＤ付》 定価2052円（本体1900円） 978-4-560-08702-2

小倉博史、モーリス・ジャケ、舟杉真一 編著

仏検対策準2級問題集［改訂版］《ＣＤ付》 定価2160円（本体2000円） 978-4-560-08711-4
仏検対策 2 級問題集［改訂版］《ＣＤ付》 定価2160円（本体2000円） 978-4-560-08718-3

モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子 編著

《仏検》3・4 級必須単語集［新装版］《ＣＤ付》 久松健一 著

  定価1728円（本体1600円） 978-4-560-00265-0
《仏検》準 1 級・2 級必須単語集［新装版］《ＣＤ付》 モーリス・ジャケ、久松健一 著

  定価2376円（本体2200円） 978-4-560-00266-7

●



2 月中旬〜 3 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

2 月の広告予定
2 ／初旬� 中日・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8）新刊
2／ 2� UP（1/3）新刊
2／ 8� 毎日（3.1/8）新刊
2／ 10� 朝日（3.1/8）新刊
2／ 18� NHK語学テキスト（1/2p）（フランス語）新刊・良好書
2／ 19� 河北（3.1/8）新刊
2／ 19� 京都（5.1/4）新刊

2／ 13� 『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』
2／ 16� 『エクス・リブリス　10：04』
2／ 20� 『対訳　フランス語で読む「レ・ミゼラブル」（ＣＤ付）』
2／ 22� 『メルロ＝ポンティ哲学者事典　第 3巻』『地獄の淵から　ヨーロッパ史 1914-1949』
2／ 24� 『オリュンポスの神々の歴史』『ロベスピエール』
3／ 6� 『白水Ｕブックス 210／海外小説　永遠の本棚　不在の騎士』『ニューエクスプレス　チベット語』

独検の出題傾向を分析し、語順、語形成、言い換え、長
文読解、会話補充問題に対応したドイツ語問題集。聞き
取り問題対策や付録も充実。
3 月中旬刊  定価 2484 円（本体 2300 円）Ａ５判／152頁
分類・棚＝�語学� 978-4-560-08743-5

著者紹介　
岡本順治　学習院大学
文学部教授
岡本時子　筑波大学非
常勤講師

岡本順治、岡本時子 編著
独検対策 2 級問題集［改訂版］《CD 付》

●中級を目指す！

反響大、忽ち重版！

小川 洋 著

消えゆく「限界大学」
◎ 私立大学定員割れの構造

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。

発売中　定価 2160 円（本体 2000 円）
四六判／234頁　分類・棚＝社会　978-4-560-09526-3

好
評
既
刊

独検対策 4 級・3 級問題集［四訂版］《ＣＤ 2 枚付》 恒吉良隆 編著
定価2484円（本体2300円）　978-4-560-08712-1

独検対策準 1 級・1 級問題集《ＣＤ 2 枚付》 岡本順治、岡本時子 編著

定価3672円（本体3400円）　978-4-560-08706-0

新独検対策 4 級・3 級必須単語集《ＣＤ 2 枚付》 森 泉、ハンス＝ヨアヒム・クナウプ 著
定価2484円（本体2300円）　978-4-560-08717-6

※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。


