
2017 年
白水社 新刊案内

101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-24
tel.03-3291-7811 ／ fax.03-3291-8448

http://www.hakusuisha.co.jp/
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著者紹介　1968年、蔚
山生まれ。中央大学文
学部卒業。現代韓国を
代表する作家。本書は
韓国で 4万部のべスト
セラー。

《エクス・リブリス》

ピンポン
世界に「あちゃー」された男子中学生「釘」と「モアイ」
は卓球に熱中し、「卓球界」で人類存亡を賭けた試合に臨
む…。松田青子氏推薦！
5 月下旬刊  定価 2376 円（本体 2200 円）四六判／250頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09051-0

パク・ミンギュ 著／斎藤真理子 訳

『カステラ』の韓国の鬼才が猛打する長篇！
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 5月

台北近郊の第四原発が原因不明のメルトダウンを起こし
た。生き残った第四原発のエンジニア・林群浩の記憶の
断片には次期総統候補者の影が……。大森望氏絶賛！
5 月上旬刊  定価 2916 円（本体 2700 円）四六判／328頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09540-9

著者紹介　1977年、台
南生まれ。新世代作家
として注目を集める。
本書は呉濁流長篇小説
賞及び華文ＳＦ星空長
篇小説賞をダブル受賞。

伊 格言 著／倉本知明 訳
グラウンド・ゼロ  台湾第四原発事故

●脱原発へと台湾社会を突き動かした衝撃の近未来小説！

反響大、忽ち４刷！

消えゆく「限界大学」
◎ 私立大学定員割れの構造　　　　　 小川 洋 著
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／232頁　分類・棚＝社会　978-4-560-09526-3



著者紹介　1962年生ま
れ。京都大学大学院経
済学研究科教授。専門
は現代経済思想史。著
書『ガルブレイス』（白
水社）他。

著者紹介　1944年、東
京生まれ。文芸評論家、
映画評論家、エッセイ
スト。朝日新聞社勤務
を経た後、評論活動に
専念。

●60 ～70 代に光を当てた、新たな荷風像に迫る

『濹東綺譚』以降の第二次大戦前後、世相の混乱期に直面
した 60 ～ 70 代を丹念に検証しながら、諸作品や人間関
係を中心に新たな荷風像に迫る力作。
5 月下旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／250頁
分類・棚＝文学・エッセイ� 978-4-560-09556-0

川本三郎 著
老いの荷風

著者紹介　1924年、ロ
ンドン生まれ。英国の
美術史家。ピカソ、ブ
ラック、レジェ、コク
トーらと親交を結ぶ。

●さらなる高みへと至る、ピカソ壮年期の記録

ロシア・バレエ団との共同作業、オルガとの結婚、マリ
ー = テレーズの登場……新古典主義時代を経てさらなる
発展を遂げる 15 年の記録。
5 月下旬刊  定価 16200 円（本体 15000 円）菊判／750頁
分類・棚＝美術� 978-4-560-09253-8

ジョン・リチャードソン 著／木下哲夫 訳
ピカソⅢ ◎ 意気揚々 1917-1932

ケインズを読み直す ◎ 入門  現代経済思想

この時代を生き抜くための経済学入門の決定版！　英語
原文でケインズに触れるコラムや関係する経済学者列伝
も収録。
5 月下旬刊  定価 2376 円（本体 2200 円）四六判／210頁
分類・棚＝経済� 978-4-560-09557-7

根井雅弘 著

英語原文でケインズに触れよう！

ピカソⅠ ◎ 神童 1881-1906 978-4-560-09251-4好評
既刊

ジョン・リチャードソン 著／木下哲夫 訳� 定価 12960 円（本体 12000 円）

ガルブレイス ◎異端派経済学者の肖像 978-4-560-09512-6好評
既刊

根井雅弘 著� 定価 2160 円（本体 2000 円）

ピカソⅡ ◎ キュビストの叛乱 1907-1916 978-4-560-09252-1好評
既刊

ジョン・リチャードソン 著／木下哲夫 訳� 定価 12960 円（本体 12000 円）
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著者紹介　パリ国立自
然史博物館教授。

●

著者紹介　国立ブルゴ
ーニュ大学国立科学研
究センター研究員。法
学者。ドイツの大学で
も教鞭をとる。強制収
容所記念館の元館長。

●フランスの若き法学者による、斬新かつ戦慄の論考

無法が横行していたとする解釈を覆し、刑罰・労働・配給・
郵便など規範が厳格に適用された結果の「地獄」の実態
を克明に分析する。
5 月中旬刊  定価 4860 円（本体 4500 円）四六判／380頁
分類・棚＝現代史� 978-4-560-09548-5

ニコラ・ベルトラン 著／吉田恒雄 訳／ステファン・エセル 序文

規制された地獄
◎ナチ強制収容所における拘禁制度

著者紹介　
田中幸子　上智大学名
誉教授。
川合ジョルジェット　
甲南女子大学名誉教授。

●〈ことばと表現の引出し〉を準備しよう

それぞれのセンテンスは短くてＯＫ。大切なのは、セン
テンスをつなぐテクニック、説明を組み立てる力と、ほ
んの少しの勇気です。
5 月中旬刊  定価 2376 円（本体 2200 円）Ａ 5判／160頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08746-6

田中幸子、川合ジョルジェット 著 《ＣＤ付》
フランス語で話す 自分のこと 日本のこと

著者紹介　金沢大学大
学院人間社会環境研究
科教授。専門はアイス
ランド語学、言語学。
著書『世界の名前』（共
著、岩波新書）他。

●サガやエッダなど北欧神話の世界への扉

氷河や火山など圧倒的な自然に囲まれ、観光地として注
目を集めるアイスランド。古い北欧語の複雑な語形変化
を今に残す個性的な言語。
5 月下旬刊  定価 3888 円（本体 3600 円）Ａ 5判／158頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08748-0

入江浩司 著 《ＣＤ付》
ニューエクスプレス アイスランド語

［文庫クセジュ1012］

隕石たち
過去と現在、博物学と先端科学を架橋する隕石。200 年
にわたる観測や理論の成果を踏まえ、ビギナーからコレ
クターまで楽しめる１冊。
5 月中旬刊  定価 1296 円（本体 1200 円）新書判／160頁
分類・棚＝天文� 978-4-560-51012-4

マテュー・グネル 著／米田成一 監修／斎藤かぐみ 訳

隕石の魅力がぎゅっと詰まった１冊



※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。

4 ／初旬� 中日・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8）新刊
4／ 2� ＵＰ（1/3p）『メルロ＝ポンティ哲学者事典』『地獄の淵から』
4／ 3� 毎日（3.1/8）新刊
4／ 7� 朝日（3.1/8）新刊
4／ 18� NHK語学テキスト（フランス語ラジオ講座）（1/2p）新刊・良好書
4／ 20� 河北（3.1/8）新刊
4／ 21� 京都（5.1/4）新刊
4／ 27� 朝日（3.1/8）新刊

4／ 12� 『文庫クセジュ 1011　近東の地政学　イスラエル、パレスチナ、近隣のアラブ諸国』
4／ 19� 『カンボジア語　読解と練習《ＣＤ付》』『すてきなドイツ語《ＣＤ付》』
4／ 21� 『来てけつかるべき新世界』
4／ 24� 『チャイ語入門　李先生の中国語ライブ授業《ＣＤ付》』『ハヤブサ　その歴史・文化・生態』
� 『不屈　盲人の人権活動家　陳光誠の闘い』
4／ 26� 『続 ･寂聴伝　拈華微笑』
4／ 28� 『高山宏セレクション〈異貌の人文学〉　アレゴリー　ある象徴的モードの理論』
5／ 2� 『グラウンド ･ゼロ　台湾第四原発事故』

4 月の広告予定

4 月中旬～ 5 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

アントニー・ビーヴァー序文／ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー 後記／
山本浩司 訳� 定価 4104 円（本体 3800 円）（

注
文
扱
い
の
み
）

ベルリン終戦日記 ある女性の記録  978-4-560-09550-8

本棚の歴史  978-4-560-09549-2

ヘンリー・ペトロスキー 著／池田栄一 訳� 定価 5184 円（本体 4800 円）

楔形文字を書いてみよう 読んでみよう 978-4-560-08747-3

古代メソポタミアへの招待　　
池田 潤 著� 定価 2592 円（本体 2400 円）

2017 

共
同
復
刊
XVI

東欧革命 1989 ソ連帝国の崩壊  978-4-560-09552-2

ヴィクター・セベスチェン 著／三浦元博、山崎博康 訳� 定価 8208 円（本体 7600 円）

日経・読売  書評掲載　重版出来

アブサンの文化史
◎禁断の酒の二百年
バーナビー・コンラッド三世 著／浜本隆三 訳

１９～２０世紀にかけて、芸術家たちに愛飲されてきた、
ニガヨモギからつくられる「緑の妖精」アブサン。この「禁
じられた酒」について、歴史的・社会的・科学的に「図解」
してゆく本邦初の本格的な文化史。
発売中　定価 3024 円（本体 2800 円）
Ａ5判／254頁　分類・棚＝文化史　978-4-560-09529-4

書
物
復
権


