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★印は注目商品です。

●

★

著者紹介　1960年、米
国生まれ。中東問題、
外交問題、安全保障問
題を専門とするジャー
ナリスト。ワシントン・
ポスト紙在籍。

ブラック・フラッグス（上下）
◎ 「イスラム国」台頭の軌跡

ザルカウィの生い立ちからバグダディのカリフ制宣言ま
で、IS の変遷と拡大の背景を、人物像に焦点を当てて描
いたピュリツァー賞受賞作。
7 月下旬刊  定価各 2484 円（本体 2300 円）四六判
分類・棚＝国際情勢�

ジョビー・ウォリック 著／伊藤 真 訳

スパイ小説さながらの傑作ノンフィクション
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●

メルロ＝ポンティ哲学者事典 第一巻
◎東洋と哲学・哲学の創始者たち・キリスト教と哲学

 ジャン・ボーフレのヘラクレイトス論も収録

モーリス・メルロ＝ポンティ 編著／加賀野井秀一 他監訳

　　第二巻　大いなる合理主義・主観性の発見 382 頁　978-4-560-09312-2

　　第三巻　歴史の発見・実存と弁証法・「外部」の哲学者たち
 460 頁　978-4-560-09313-9
定価各 5832 円（本体 5400 円） 続刊◆別巻　

ブッダ、荘子、ソクラテス、トマス・アクィナス、クザ
ーヌス……古代、中世、ルネサンスに活躍した哲学者た
ち 200 名超を立項解説。
7 月下旬刊  定価 5832 円（本体 5400 円）A5判／430頁
分類・棚＝哲学� 978-4-560-09311-5

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。

倒壊する巨塔 （上下） ローレンス・ライト 著／平賀秀明 訳
アルカイダと「9・11」への道� 各 384 頁　定価各 2592 円（本体 2400 円）

好評
既刊

（上）　978-4-560-08019-1
（下）　978-4-560-08020-7

（上）272頁＋口絵4頁978-4-560-09561-4
（下）264頁＋口絵4頁978-4-560-09562-1

好
評
既
刊

米国への憎悪が自爆テロを育む「負の連鎖」を地道な調査報
道と雄渾な筆遣いで明らかにする、ピュリッツァー賞受賞作。



★

★
知のフィールドガイド

科学の最前線を歩く
「ニュートリノの小さい質量の発見」 梶田隆章
「時間とは何だろう―ゾウの時間ネズミの時間」 本川達雄
「死後の生物学」 松田良一
「歴史の謎をDNAで解きほぐす」 石浦章一
「宇宙で電気をつくる」 佐々木進
「飛行機はどうして飛べるのか」 鈴木真二
「美肌の力学」 吉川暢宏ほか。カラー図版多数。
7 月下旬刊  定価 2376 円（本体 2200 円）四六判／256頁
分類・棚＝人文社会・自然科学� 978-4-560-09563-8

東京大学教養学部 編

何を学ぶべきかを考えるためのガイドブック

知のフィールドガイド

分断された時代を生きる
「外国語の不思議・日本語の不思議」 石井洋二郎
「見ることの冒険―ジャコメッティの《終りなきパリ》をめぐって」 小林康夫
「『万葉集』はこれまでどう読まれてきたか、これからどう読まれていくだろう
か。」 品田悦一
「戦後経済史のなかの原子力発電」 定松淳
「エスノグフラフィーで現代中国を学ぶ」 阿古智子
「科学の興奮と詩の精密さ―ウラジーミル・ナボコフの文学」 秋草俊一郎ほか。
7 月下旬刊  定価 2160 円（本体 2000 円）四六判／256頁
分類・棚＝人文社会� 978-4-560-09564-5

東京大学教養学部 編

本が一点物だった時代、本の書写、テキストの制作、パ
トロンによる発注は、どのような意味をもっていたのか。
印刷以前の書籍文化誌。
7 月下旬刊  定価 3564 円（本体 3300 円）四六判／310頁
分類・棚＝西洋史� 978-4-560-09559-1

著者紹介　1950 年 生
まれ。2000 年よりカ
ッセル大学教授。
訳者紹介　東京大学大
学院総合文化研究科・
教養学部准教授。

クラウディア・ブリンカー・フォン・デア・ハイデ 著／一條麻美子 訳

写本の文化誌
◎ ヨーロッパ中世の文学とメディア

●材料の調達から作品の政治的意味までを語る

東京大学教養学部の人気公開講座を書籍化。20 名超の最先端の講義か
ら、いま必要な知の領域を考えるシリーズ《知のフィールドガイド》

●



●

著者紹介　1941年、大
阪府生まれ。演劇評論
家。郡司正勝に師事。
著書、『日本戯曲大事
典』（共編、白水社）他。

著者紹介　1951年生ま
れ。イギリスの伝記作
家。
訳者紹介　信州大学名
誉教授。西洋史、近代
イタリア専攻。

日本新劇全史　第一巻（明治〜終戦）

西洋演劇の翻案・翻訳によって産声をあげ、小山内薫ら
による築地小劇場で基礎を築き、政府の弾圧の中変貌す
る現代演劇の姿と歴史を劇界重鎮が開陳。
7 月下旬刊  定価 32400 円（本体 30000 円）
A5 判　函入／850頁／分類・棚＝演劇� 978-4-560-09413-6

大笹吉雄 著

現代劇の誕生から終戦までの歴史と姿を俯瞰

●ムッソリーニに先駆けた男、評伝の決定版！

国民的詩人にしてナショナリストのデマゴーグ、色事師
にして戦争の英雄―いくつもの貌を持つ奇才のスキャ
ンダラスな生涯に迫る。
7 月上旬刊  定価 9936 円（本体 9200 円）四六判／670頁
分類・棚＝歴史� 978-4-560-09560-7

ルーシー・ヒューズ＝ハレット 著／柴野 均 訳
ダンヌンツィオ　誘惑のファシスト

スイスの片田舎に暮らす一家のささやかな日常を、詩的
で圧縮された表現で描く。現代スイスを代表する作家に
よる三篇を集めた初の邦訳。
7 月下旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／220頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09052-7

著者紹介　1945年、ス
イス生まれ。処女詩集
で高い評価を得、次々
に詩を発表。散文にも
手を初め、多岐にわた
る執筆活動を展開。

クラウス・メルツ 著／松下たえ子 訳

《エクス・リブリス》

至福の烙印

●家族の物語が映し出す、生の厳しさと明るさ

百貨店、炭鉱、そして近代市場。資本主義が立ち上がっ
てくるパリを支配していたものは何か？　自然主義文学
と欲望の力学の鮮やかな交錯。
7 月下旬刊  定価 3456 円（本体 3200 円）四六判／350頁
分類・棚＝歴史� 978-4-560-09558-4

著者紹介　1956年生ま
れ。慶應義塾大学文学
部教授。著書『革命と
反動の図像学』（白水
社）、訳書『北の古文書』
( 白水社 ) など。

小倉孝誠 著

ゾラの眼差し、近代という迷宮
◎ 『ルーゴン＝マッカール叢書』の世界

●資本主義から自然主義へ



※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。

5 ／ 12� 『白水Uブックス 214／海外小説　永遠の本棚　平和の玩具』
5／ 20� 『韓国語単語練習帳�ハン検 5級 4級』『文庫クセジュ 1013�うつ病�回復に向けた対話』
5／ 21� 『オオカミ［新装版］その行動・生態・神話』『日本の夜の公共圏�スナック研究序説』『木に登る王�三

つの中篇小説』
5／ 27� 『パスポート初級ベトナム語辞典』『モディが変えるインド�台頭するアジア巨大国家の「静かな革

命」』『キマイラの原理�記憶の人類学』『ジャック・デリダ講義録　死刑Ⅰ』
6／ 4� 『ダンヌンツィオ　誘惑のファシスト』

6 月中旬〜 7 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

●

著者紹介　慶應義塾大
学文学部教員。専門
はスペイン語教授法。
NHK ラジオ講師。著
書『極める！スペイン
語の接続法ドリル』他。

極める !　スペイン語の動詞ドリル
《ＣＤ付》

まるごと一冊、動詞だけの問題集。複雑な不規則活用も、
意外にスッと出てこない規則活用も、あの手この手で網
羅的に練習します。
7 月中旬刊  定価 2700 円（本体 2500 円）A5判／249頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08752-7

菅原昭江 著

この一冊で動詞は無敵

●

編著者紹介　1968年生
まれ。現在、通訳・翻
訳業のかたわら、東洋
大学、武蔵野大学など
で中国語講師を務め
る。

中国語検定対策 3 級問題集［改訂版］
《ＣＤ 2 枚付》

過去問を分析し、狙われやすいポイントを解説。文法項
目ごとに要点を整理し、練習問題で実戦力を養います。
模擬試験・単語リスト付。
7 月中旬刊  定価 2484 円（本体 2300 円）A5判／208頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08750-3

伊藤祥雄 編著

過去問掲載！　合格を導くポイント教えます

好評既刊■ 10 万部突破 !!　（たぶん）日本で一番売れているフランス語参考書

フラ語入門、わかりやすいにも
ホドがある！ （改訂版）  
清岡智比古 著
こんな楽しい入門書アリ？　世間にいぶかしがられていた
この本に、CD付けちゃいました！
発売中　定価 1728 円（本体 1600 円）
A5 判／197頁　分類・棚＝語学　978-4-560-08514-1

CD
付


