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★印は注目商品です。

●

著者紹介　1943 年、ニ
ューヨーク生まれ。ア
メリカの作家。『マー
ティン・ドレスラーの
夢』で 1996 年ピュリ
ツァー賞を受賞。

木に登る王　◎ 三つの中篇小説

男女関係の綾なす心理を匠の技巧で物語る傑作集。「復讐」
「ドン・フアンの冒険」、トリスタンとイゾルデ伝説を踏
まえた表題作を収録。
6 月下旬刊  定価 2808 円（本体 2600 円）四六判／280頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09551-5

スティーヴン・ミルハウザー 著／柴田元幸訳

緻密な幻視、緊迫の描写、作家が示す到達点

著者紹介　1973年生ま
れ。首都大学東京・教
授。著書に『ショッピ
ングモールの法哲学』、
訳書に『ゾンビ襲来！』
（以上、白水社）他。

●地方創生とスナックの間

人はなぜ歌うのか？　そしてスナックに通うのか？　日
本の夜に初めて社会科学のメスが入る！　都築響一氏と
の座談会も収録。
6 月下旬刊  定価 2052 円（本体 1900 円）四六判／240頁
分類・棚＝社会� 978-4-560-09547-8

谷口功一、スナック研究会 編

日本の夜の公共圏
◎ スナック研究序説

★
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魔法の夜� 978-4-560-09241-5好評
既刊

スティーヴン・ミルハウザー 著／柴田元幸 訳� 定価 2268 円（本体 2100 円）

ショッピングモールの法哲学� 978-4-560-08410-6

市場、共同体、そして徳
好評
既刊

谷口功一 著� 定価 2052 円（本体 1900 円）

ある夢想者の肖像� 978-4-560-08467-0好評
既刊

スティーヴン・ミルハウザー 著／柴田元幸 訳� 定価 3456 円（本体 3200 円）

★



編訳者紹介　宮下志朗　
放送大学教授、東京大
学名誉教授。伊藤進　
中京大学国際教養学部
教授。平野隆文　元立
教大学文学部教授。

●ルネサンスの豊饒な文学的成果を収める

フランス・ルネサンス文学の全貌を伝える。第３巻には、
日々の暮らしや激動の時代を浮き彫りにする回想録・日
記、旅行記などを収録。
6 月上旬刊  定価 8964 円（本体 8300 円）四六判／540頁
分類・棚＝海外文学� 978-4-560-09553-9

宮下志朗、伊藤 進、平野隆文 編訳／岩根 久、荻野アンナ、鍛治義弘、篠田 
勝英、田中聰子、濱田 明 訳

フランス・ルネサンス文学集�3　◎旅と日常と

著者紹介　1976年、愛
知県生まれ。著書に
『インド独立の志士「朝
子」』、訳書に『ネオ・
チャイナ』（以上、白
水社）他。

●アジアの巨象インドはどこへ向かうのか？

「巨象使いの切り札」として登場したモディ首相を通して
現代インドの政治、経済、社会、外交を概観し、南アジ
アの国際関係を紐解く。
6 月下旬刊  定価 2376 円（本体 2200 円）四六判／248頁
分類・棚＝国際情勢� 978-4-560-09554-6

笠井亮平 著
モディが変えるインド★

著者紹介　1 9 5 2 年生
まれ。レヴィ＝ストロー
スのもとで博士号を取
得。
訳者紹介　青山学院大
学文学部教授。

●レヴィ＝ストロースの衣鉢を継ぐ人類学者の主著

非西洋圏の「記憶」の問題に着目し、口承文化と文字文
化の中間段階にあるイメージの機能に光を当てる。「イメ
ージ人類学」を牽引する代表的研究。
6 月中旬刊  定価 7884 円（本体 7300 円）A5判／400頁
分類・棚＝文化人類学� 978-4-560-09555-3

カルロ・セヴェーリ 著／水野千依 訳
キマイラの原理　◎ 記憶の人類学

世界随一のオオカミ研究家が、野生オオカミの繁殖、成長、
社会行動、コミュニケーションなどの生態を綿密に報告
し、人間との歴史を生き生きと描く。
6 月上旬刊  定価 6264 円（本体 5800 円）四六判／504頁
分類・棚＝自然・環境� 978-4-560-09238-5

著者紹介　1941年、ス
ウェーデン生まれ。ド
イツのキール大学で博
士号を取得。野生オオ
カミの生態調査を行
う。2003 年没。

エリック・ツィーメン 著／今泉みね子 訳
オオカミ（新装版）　◎ その行動・生態・神話

●世界随一の研究家による、オオカミのすべて



編者紹介　
田原洋樹　立命館アジ
ア太平洋大学准教授。
著書『ベトナム語のし
くみ』（白水社）他。

●

著者紹介　
金京子　大谷大学他講
師。
神農朋子　同志社大学
他講師。

●なるほど、これなら語彙をどんどん増やせる

ハングル能力検定試験 5級・4級、TOPIK Ⅰ（韓国語能
力試験初級）レベルの 1645 語をテーマとグループに関連
づけて、楽しく効率的に覚える。
6 月中旬刊  定価 2484 円（本体 2300 円）四六判／294頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08749-7

金 京子、神農朋子 著

韓国語単語練習帳
◎ ハン検 4 級 5 級・TOPIK 初級

ベトナム人も喜ぶ「ベトナム語らしさ」満載

語が持つイメージの理解、ベトナム語らしさにこだわっ
た例文、よく似た語の使い分けなど、学習者が苦労する
点をしっかりとサポート。
6 月下旬刊  定価 4536 円（本体 4200 円）B6判／400頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08731-2

田原洋樹、グエン・ヴァン・フエ、チャン・ティ・ミン・ヨイ 編
パスポート初級ベトナム語辞典

著者紹介　英領ビルマ
生まれ。『クローヴィ
ス物語』、『けだものと
超けだもの』（以上、白
水社）などで短篇の名
手として評価される。

●ショートショートの異才、最後の傑作群

「平和の玩具」「セルノグラツの狼」他、奇想と残酷なユ
ーモアの作家サキの没後に編集された短篇集を完訳。挿
絵エドワード・ゴーリー。
6 月中旬刊  定価 1728 円（本体 1600 円）新書判／316頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-07214-1

サキ 著／和爾桃子 訳

［白水Uブックス214］

平和の玩具

★

訳者紹介　阿部又一郎　
東京医科歯科大学、東
洋大学非常勤講師。渡
邊拓也　大谷大学文学
部准教授。井原祐子　
東京大学大学院在籍。

●回復するためには、二人であらねばならない

現代病ともいわれる「うつ病」。その歴史から、フランス
のうつ病臨床をとりまく現状について、一般の人に向け
て書かれた啓発書。
6 月中旬刊  定価 1296 円（本体 1200 円）新書判／170頁
分類・棚＝心理� 978-4-560-51013-1

パスカル＝アンリ・ケレール 著／阿部又一郎、渡邊拓也、井原祐子 訳

［文庫クセジュ1013］　うつ病　◎ 世紀の病い



訳者紹介　1972年生ま
れ。慶應義塾大学理工
学部准教授。著書『アガ
ンベンの名を借りて』
（青弓社）、訳書『王国
と栄光』（青土社）他。

死刑廃止論に与する、デリダの本領発揮！

残酷さ、血、例外、恩赦、主権……死刑をめぐる概念を、
哲学的・文学的・法的テクストから読みなおしてゆく。
死刑存廃論の脱構築！
6 月下旬刊  定価 8100 円（本体 7500 円）A5判／430頁
分類・棚＝哲学・思想� 978-4-560-09803-5

ジャック・デリダ 著／高桑和巳 訳

ジャック・デリダ講義録

死刑Ⅰ�

※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 ／ 15� 『ナチ強制収容所における拘禁制度』
4／ 17� 『フランス語で話す�自分のこと�日本のこと《ＣＤ付》』『文庫クセジュ 1012��隕石�迷信と驚嘆から

宇宙化学へ』
4／ 18� 『続・寂聴伝�拈下微笑』
4／ 25� 『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』『老いの荷風』
4／ 26� 『エクス・リブリス　ピンポン』『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』
5／ 8� 『フランス・ルネサンス文学集�3�旅と日常と』
5／ 9� 『オオカミ（新装版）その行動・生態・神話』『新訳ベルクソン全集�第 7巻�思考と動くもの』

5 月中旬〜 6 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

自らの肉声によって「生の哲学」へと誘う

著者自らが編んだ「論文・講演集」。哲学の方法について
論じた「序論」のほか、「形而上学入門」ほかを含むベル
クソン哲学入門の書。
6 月上旬刊  定価 4428 円（本体 4100 円）四六判／368頁
分類・棚＝哲学� 978-4-560-09307-8

アンリ・ベルクソン 著／竹内信夫 訳

新訳ベルクソン全集　第 7巻

思考と動くもの　  

訳者紹介　1945年、大
阪府生まれ。東京大学
名誉教授。主要訳書、
『自死の日本史』（みす
ず書房）、『サンスクリ
ット』（白水社）他。

●

ベルクソン全集刊行中止のお知らせ
本全集第 7巻『思考と動くもの』の刊行にあたり、いくつかの点につきましてご理解を賜りたく、

書店のみなさまにお伝えいたします。
既刊では「訳注」を「原注」と併せ付してまいりましたが、本巻においては、訳者の健康上の

理由により、「訳注」は断念せざるを得ませんでした。みなさまのご期待に添えませんことを深く
お詫び申し上げます。
同様の理由により、現時点では、次回以降の配本（第 6巻『道徳と宗教の二つの源泉』及び「別

巻」）の見通しが立っておりません。つきましては、訳者と話し合いの結果、今回配本をもちまし
て刊行をいったん中止させていただくことに致しました。みなさまのご賢察を願い上げ、ご寛恕
を乞う次第です。� 株式会社白水社

●


