
貴店名・番線

● FAX もしくは同封の封筒で白水社営業部までお送りください。

〒 101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-24
TEL. 03-3291-7811　FAX. 03-3291-8448　★印は注目商品です。 

著者名／書名 価格／分類・棚／刊行日／ ISBN 内容 注文数
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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。

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。

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。

10

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。

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。

定価 32400 円（本体 30000 円）
A5 判　函入／850頁
分類・棚＝演劇
7 月下旬刊  978-4-560-09413-6

定価 9936 円（本体 9200 円）
四六判／670頁
分類・棚＝歴史
7 月上旬刊  978-4-560-09560-7

定価 3456 円（本体 3200 円）
四六判／350頁
分類・棚＝歴史
7 月下旬刊  978-4-560-09558-4

書名 編著者名 定価（本体） 978-4-560- 注文数
　好評既刊
倒壊する巨塔　上 ローレンス・ライト 2592 円（2400 円） 08019-1

倒壊する巨塔　下 ローレンス・ライト 2592 円（2400 円） 08020-7

メルロ＝ポンティ哲学者事典 第二巻 メルロ＝ポンティ 5832 円（5400 円） 09312-2

メルロ＝ポンティ哲学者事典 第三巻 メルロ＝ポンティ 5832 円（5400 円） 09313-9

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 1728 円（1600 円） 08514-1
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定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／220頁
分類・棚＝海外小説
7 月下旬刊  978-4-560-09052-7

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。

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。人文科学の内容
を収録。

最新の自然科学の知見から、いま必要な〈知〉
の領域を考える。東大駒場の人気公開講座
より、学内外の研究者による 20 講義を収録。
カラー図版多数。

定価 3564 円（本体 3300 円）
四六判／310頁
分類・棚＝西洋史
7 月下旬刊  978-4-560-09559-1
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定価 2160 円（本体 2000 円）
四六判／256頁
分類・棚＝人文社会
7 月下旬刊  978-4-560-09564-5

定価 2376 円（本体 2200 円）
四六判／256頁
分類・棚＝人文社会・自然科学
7 月下旬刊  978-4-560-09563-8

３　 定価 5832 円（本体 5400 円）
Ａ5判／430頁
分類・棚＝哲学
7 月下旬刊  978-4-560-09311-5

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。

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。

定価各 2484 円（本体 2300 円）
四六判／264頁＋口絵 4頁
分類・棚＝国際情勢
7 月下旬刊  978-4-560-09562-1

定価各 2484 円（本体 2300 円）
四六判／272頁＋口絵 4頁
分類・棚＝国際情勢
7 月下旬刊  978-4-560-09561-4

大笹吉雄 著

日本新劇全史　第一巻（明治〜終戦）

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

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

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 

C・B・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

東京大学教養学部 編
知のフィールドガイド
分断された時代を生きる

東京大学教養学部 編
知のフィールドガイド
科学の最前線を歩く

M・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 第1巻
◎東洋と哲学・哲学の創始者たち・キリスト教と哲学 

ジョビー・ウォリック 著／伊藤 真 訳

ブラック・フラッグス（下）
◎ 「イスラム国」台頭の軌跡 

ジョビー・ウォリック 著／伊藤 真 訳

ブラック・フラッグス（上）
◎ 「イスラム国」台頭の軌跡 
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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。

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。

定価 2484 円（本体 2300 円）
A5 判／208頁
分類・棚＝語学
7 月中旬刊  978-4-560-08750-3

定価 2700 円（本体 2500 円）
A5 判／249頁
分類・棚＝語学
7 月中旬刊  978-4-560-08752-7

伊藤祥雄 編著

中国語検定対策3級問題集［改訂版］
《ＣＤ 2 枚付》

菅原昭江 著

極める !  スペイン語の動詞ドリル
《ＣＤ付》
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