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★印は注目商品です。

●

★

ドイツ語って、どの本も何だか難しそう……というあな
たへ。必要なことだけをやさしくまとめたこの本で、気
楽に始めてみませんか？
4月中旬刊  定価1944円（本体1800 円）四六判／128頁
分類・棚＝語学 978-4-560-08745-9

著者紹介　1999 年、上
智大学大学院博士課程
修了。現在、上智大学
他非常勤講師。

清水紀子 著
すてきなドイツ語 《CD 付》

●ドイツ語にふれてみたいあなたへ

著者紹介　北京市出身。
東京外国語大学大学院
博士課程単位取得修了。
東京外国語大学、早稲
田大学他講師。ナレー
ターとしても活躍中。

チャイ語入門  ◎李先生の中国語ライブ授業《CD 付》
3 人の生徒を相手に、李先生がイチから丁寧に解説。と
もに笑い、ともに泣くうち、みんな中国語のトリコ。記
憶に残るヘンな例文満載！
4月下旬刊  定価 2592円（本体 2400 円）A5判／290頁
分類・棚＝語学 978-4-560-08744-2

李 軼倫 著

こんな楽しい授業アリ？
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 4月

口からはじめる中国語 978-4-560-08670-4

パズル式作文トレーニング《CD2枚付》
好評
既刊

李 軼倫 著 定価 2052円（本体1900 円）

消えゆく「限界大学」
◎ 私立大学定員割れの構造　　
小川 洋 著
発売中　定価2160 円（本体 2000 円）
四六判／232頁　分類・棚＝社会　978-4-560-09526-3

反響大、忽ち三版！

★



著者紹介　1972 年、中
国山東省東師古村に生
まれる。幼少期に失明、
独学で法律を学び、市
井の人びとのために戦
う人権活動家となる。

●人権弾圧の醜悪な姿を生々しく描く

中国当局による不当な投獄や自宅軟禁の末に決行した奇
跡の脱出劇。「裸足の弁護士」が米国に保護されるまでの
一部始終を綴った回想録。
4月下旬刊  定価 2592円（本体 2400 円）四六判／424頁
分類・棚＝社会 978-4-560-09544-7

陳 光誠 著／河野純治 訳

不  屈
◎盲目の人権活動家  陳光誠の闘い

著者紹介　イギリスの
作家、詩人、画家。現
在はケンブリッジ大学
特任研究員。著書『オ
はオオタカのオ』（白
水社）。

●「圧倒的なまでに美しい」大空の捕食者たち

人間はなぜこんなにもハヤブサに心惹かれるのだろうか。
時代の変化のなかでときには魂の象徴となり、ときには
迫害された鳥の文化誌。
4月下旬刊  定価 2916円（本体 2700 円）四六判／235頁
分類・棚＝文化史 978-4-560-09543-0

ヘレン・マクドナルド 著／宇丹貴代実 訳

ハヤブサ
◎その歴史・文化・生態

●

メルロ＝ポンティ哲学者事典 第二巻
◎大いなる合理主義・主観性の発見

 スタロバンスキーのモンテーニュ論を収録！

モーリス・メルロ＝ポンティ 編著／加賀野井秀一 他監訳

メルロ＝ポンティ哲学者事典  全 3 巻・別巻1   
好評
既刊   第三巻　歴史の発見・実存と弁証法・「外部」の哲学者たち 978-4-560-09313-9加賀野井秀一 他監訳　定価 5832円（本体 5400 円）Ａ 5判／ 460 頁
◆以降続刊　◎第一巻　2017年 6月刊行予定　◎別巻　2017年 8月刊行予定

デカルト、スピノザ、ライプニッツ、パスカル、ヒューム、
ルソー、カント……主に十七～十八世紀に活躍した哲学
者たち 100 名超を立項解説。
4月下旬刊  定価 5832円（本体 5400 円）A5判／464頁
分類・棚＝哲学 978-4-560-09312-2

著者紹介　1908年生ま
れ。フランスの哲学者。
フランスのアカデミ
ズムの王道を歩むが、
1961年、急逝。
監訳者紹介　1950年生
まれ。仏哲学者。中央
大学理工学部教授。

オはオオタカのオ 978-4-560-09509-6好評
既刊

ヘレン・マクドナルド 著／山川純子 訳  定価 3024 円（本体 2800 円）



著者紹介　1979年京都
市生まれ。劇作家、演
出家。劇団「ヨーロッ
パ企画」 代表。

●

●

ドローンが出前をする通天閣のおひざもとでは、ＡＩ搭
載の炊飯器が、将棋や漫才もしてけつかる！　シンギュ
ラリティを予兆する、ＳＦ新喜劇（コメ

ディ）。
4月下旬刊  予価 2160 円（本体 2000 円）四六判
分類・棚＝戯曲 978-4-560-09408-2

上田誠 著
来てけつかるべき新世界 

第61回岸田國士戯曲賞受賞作品

著者紹介　1930年、ニ
ューヨーク生まれ。英
文学・比較文学者。ニ
ューヨーク市立大学特
別名誉教授。
訳者紹介　1951年生ま
れ。英文学者。首都大
学東京教授。

［高山宏セレクション/異貌の人文学　第2期］

アレゴリー  ◎ある象徴的モードの理論
アレゴリーの宇宙的スケールを絢爛と語り、「思考の仲介
者」として再評価。近代のシンボル優位に対してアレゴ
リーの復権を謳った名著。
4月中旬刊  定価 8208円（本体 7600 円）四六判／560頁
分類・棚＝哲学・文学 978-4-560-08309-3

アンガス・フレッチャー 著／伊藤 誓 訳

アレゴリーの技法と魔術的な力を解き明かす

著者紹介　1939年、現・
韓国ソウル市生まれ。
俳人、文芸評論家、編
集者。著書『周五郎伝　
虚空巡礼』『寂聴伝』（い
ずれも白水社）

続・寂聴伝  ◎拈華微笑
『源氏物語』の個人全訳、宗教への傾斜、海外作家との交
流など、特筆すべきその精神と文筆活動を、最大のオマ
ージュを込めて掘り下げる。
4月下旬刊  定価 3456円（本体 3200 円）四六判／430頁
分類・棚＝評伝 978-4-560-09233-0

齋藤愼爾 著

宗教家として屹立した文学観と人生観を描く

著者紹介　東京外国語
大学大学院総合国際学
研究院准教授。カンボ
ジア語学専攻。

●生きたカンボジア語を通して読解力を養成

入門の次の段階を目指す学習書。第１部で復習を兼ねた
文法のまとめ、第２部で様々なカンボジア語の文章を通
して着実に読解力を養成。
4月中旬刊  定価 3888円（本体 3600 円）A5判／152頁
分類・棚＝語学 978-4-560-08742-8

上田広美 著
カンボジア語  読解と練習《CD 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。

著者紹介　1943年生ま
れ。カナダの作家。『ビ
リー・ザ・キッド全仕
事』でカナダ総督文学
賞、『イギリス人の患
者』でブッカー賞受賞。

●血は死ぬまでおれについてまわった首飾りだ

伝説的アウトローの愛と死と暴力に満ちた生涯を、詩、
挿話、写真、インタビューなどで再構成。斬新な手法で
鮮烈な生の軌跡を描く。
4月上旬刊  定価1512円（本体1400 円）新書判／200頁
分類・棚＝海外小説 978-4-560-07213-4

マイケル・オンダーチェ 著／福間健二 訳

［白水Uブックス213］

ビリー・ザ・キッド全仕事

3 ／ 15 『白水Ｕブックス 210／海外小説　永遠の本棚　不在の騎士』『この人、カフカ？』
3／ 16 『独検対策 2級問題集［改訂版］《ＣＤ付》』
3／ 21 『エクス・リブリス・クラシックス　キャサリン・マンスフィールド傑作短篇集　不機嫌な女たち』
3／ 23 『仏検対策準 1級・1級問題集［改訂版］《ＣＤ 2枚付》』『ヒトラーの裁判官フライスラー』
3／ 24 『民衆と司祭の社会学　近代フランス〈異教〉思想史』『地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み　関

西1　阪神 ･阪急 ･京阪』
3／ 27 『土俵の群像』
4／ 3 『白水Ｕブックス 211／海外小説　永遠の本棚　ビリー・ザ・キッド全仕事』

3月中旬～4月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

好評既刊　日経・週刊新潮書評続々

著者紹介　テルアビブ
の在フランス学院院長
等を経て、現在、高等
師範学校（ENS）戦略
地政学センター教授。

［文庫クセジュ1011］

近東の地政学
肥沃の三日月地帯、文明の揺籃の地、三大一神教の聖地
とよばれるこの地域の地理的空間の特質をその歴史とと
もに考える。
4月中旬刊  定価1296円（本体1200 円）新書判／162頁
分類・棚＝地理 978-4-560-51011-7

アレクサンドル・ドゥフェ 著／幸田礼雅 訳

地政学でみる肥沃の三日月地帯 ●

わたしはこうして執事になった
ロジーナ・ハリソン 著／新井潤美 監修／新井雅代 訳
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。
発売中　定価2808円（本体 2600 円）
四六判／369頁　分類・棚＝文化史　978-4-560-09527-0


