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★印は注目商品です。

●

★

第二次世界大戦のさなか、対独戦、対日戦勝利だけでな
く、戦後の国際秩序を見据えて協力を模索した、二巨頭
の知られざる関係とは？
9月中旬刊  定価各 4104円（本体 3800円）四六判／各420頁
分類・棚＝現代史� （上）978-4-560-09575-1　（下）978-4-560-09576-8

著者紹介　ニューヨー
ク育ち。フリーランス
のライターとしてニュ
ーヨーク・タイムズ紙
に定期的に記事を寄
稿。

スーザン・バトラー 著／松本幸重 訳

ローズヴェルトとスターリン（上下）
◎ 信頼構築から戦後国際秩序の形成へ

●テヘランからヤルタ会談までの舞台裏を活写 !

著者紹介　1950年、鹿
児島県生まれ。イラス
トレーター、アートディ
レクターとして、広告、
装丁、雑誌など、多く
の作品を手がける。

●人気画家が刊行 80 年後の舞台を新たに描く

永井荷風の名作を飾った木村荘八の挿絵を人気画家が詳
細に検証、舞台となった玉の井を中心に、刊行 80 年後の
風景を新たに描く異色作。
9 月下旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／240頁
分類・棚＝エッセイ� 978-4-560-09580-5

唐仁原教久 著
『濹東綺譚』を歩く

著者紹介　チリの小説
家、詩人。軍事クーデ
ターに遭遇し、各国を
放浪。1984 年、小説家
としてデビュー。2003
年、50 歳で死去。　　

★

死の床にある神父のドン・キホーテ的独白が生む幻想。
動乱の祖国と青春の日々、文学、旅、友情……後期を代
表する戦慄の中篇小説。
9 月下旬刊  定価 2160 円（本体 2000 円）四六判／180頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09269-9

ロベルト・ボラーニョ 著／野谷文昭 訳

［ボラーニョ・コレクション］

チリ夜想曲  

祖国チリに捧ぐ、詩人 ‐ 神父のモノローグ
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著者紹介　1964年生ま
れ。ケース・ウェスタ
ン・リザーブ大教授。

著者紹介　トロント大
学政治科学教授。「開
放国境論」の主唱者。
訳者紹介　静岡大学学
術院人文社会科学領域
教授。専門は法哲学。

著者紹介　人類学者
で、専門はフランスに
おけるムスリム研究と
宗教問題。本書は 2015
年度「レクスプレス誌」
のエッセー賞を受賞。

著者紹介　1891年、キ
エフ生まれ。ロシア革
命の動乱のなか、文学
活動を開始。当局から
反革命的との批判を受
ける。1940 年死去。

［白水Ｕブックス215］　劇場
独立劇場のために戯曲を執筆したマクスードフだが、様々
な障害によって上演は先延ばしに。劇場の複雑な機構に
翻弄される作家の悲喜劇。
9 月中旬刊  定価 1944 円（本体 1800 円）新書判／325頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-07215-8

ミハイル・ブルガーコフ 著／水野忠夫 訳

劇作家の苦闘、甦るブルガーコフ最後の傑作

［新版］ 〈起業〉という幻想
◎ アメリカン・ドリームの現実

失業率やGDPはじめ各種統計から浮かび上がる起業大国
アメリカの実像。起業論の記念碑的著作。
9 月中旬刊  定価 3132 円（本体 2900 円）四六判／290頁
分類・棚＝経済・社会� 978-4-560-09571-3

スコット・A・シェーン 著／谷口功一、中野剛志、柴山桂太 訳

会社を辞めて「起業」に走る前に……

不法移民はいつ〈不法〉でなくなるのか
◎ 滞在時間から滞在権へ

五年滞在すれば不法でなくなる？　オバマ政権からトラ
ンプ政権にかけて問題であり続ける移民論の参照軸とな
っている記念碑的論考。
9 月下旬刊  定価 3024 円（本体 2800 円）四六判／210頁
分類・棚＝政治・社会� 978-4-560-09581-2

ジョセフ・カレンズ 著／横濱竜也 訳

現代移民論の焦点

家族をテロリストにしないために
◎ イスラム系セクト感化防止センターの証言

多くの若者が、ネット動画を通じて過激思想に洗脳され、
取り込まれていく。フランスで起きていることは他人ご
とではない。
9 月下旬刊  定価 1620 円（本体 1500 円）四六判／150頁
分類・棚＝海外事情� 978-4-560-09577-5

ドゥニア・ブザール 著／児玉しおり 訳

若者はこうして洗脳され、取り込まれる ●



著者紹介　大阪大学大
学院言語文化研究科教
授。専門は認知言語学。
著書『フランス語学の
最前線１』他。

著者紹介　
降幡正志　大阪大学大
学院言語文化研究科准
教授。原真由子　大阪
大学大学院言語文化研
究科准教授。

●ローマ字で学べる東南アジア最大国の公用語

見やすい・わかりやすい・使いやすい！　会話から文法
へ―はじめての入門書◆決定版。東南アジア最大の国、
多様な民族のくらす島々へ！
9 月下旬刊  定価 3024 円（本体 2800 円）A5判／150頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08509-7

降幡正志、原 真由子 著 《CD 付》
ニューエクスプレス インドネシア語

著者紹介　大阪外国語
大学外国語学部卒業。
著書『ゼロから話せる
フィリピノ語』（共著、
三修社）他。

●日本と交流が深いフィリピンの言葉を気軽に

フィリピンの公用語、フィリピノ語。単語が“服”や“帽
子”をまとうと意味が変化する、その不思議なしくみに
触れてみませんか。
9 月上旬刊  定価 1944 円（本体 1800 円）B6変型／146頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08759-6

下平英輝 著

［言葉のしくみ］

フィリピノ語のしくみ《新版》

著者紹介　1956年、埼
玉県川越市生まれ。
ICU卒業。延世大学国
際学部留学。NHK テ
レビ・ラジオ「ハング
ル講座」他講師。

●となりの国の言葉のしくみを楽しんでみよう

日本語と韓国語は似ている点が多い一方で、大きく違う
点、少しだけ違う点があります。そのしくみの違いをわ
かりやすく取り上げます。
9 月上旬刊  定価 1728 円（本体 1600 円）B6変型／146頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08758-9

増田忠幸 著

［言葉のしくみ］

韓国語のしくみ《新版》

中級フランス語　時制の謎を解く
なぜこんなに時制の種類が多いのか。フランス語話者は
どう使い分けているのか。英語や日本語と比較しつつ、
時制のしくみをつかむ。
9 月上旬刊  定価 2160 円（本体 2000 円）四六判／192頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08753-4

井元秀剛 著

フランス語のしくみを新たな面からとらえる ●



※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。

8 月中旬〜 9 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

8 ／ 18	 『業音』『ベルリン陥落　1945（新装版）』
8／ 22	 『文化大革命　〈造反有理〉の現代的地平』
8／ 24	 『ホワイトハウスのピアニスト　ヴァン・クライバーンと冷戦』
8／ 25	 『新版　ステップアップ　アラビア語の入門』『城の中のイギリス人（愛蔵版）』『超男性（愛蔵

版）』『大胯びらき（愛蔵版）』
8／ 29	 『起きようとしない男　その他の短篇』『文庫クセジュ 1014	「百科全書」』
8／ 31	 『日本新劇全史　第一巻（明治〜終戦）』
9／ 7	 『中級フランス語　時制の謎を解く』『言葉のしくみ　韓国語のしくみ《新版》』『言葉のしくみ　フ

ィリピノ語のしくみ《新版》』

編著者紹介　パリ第七
大学精神病理学教授、
精神分析家。
訳者紹介
古橋忠晃　精神科医、
医学博士。名古屋大学
学生相談総合センター
准教授。
番場寛　大谷大学文学
部国際文化学科教授。

●そういえば、昔はわたしも子どもだった！

「どのようにして赤ちゃんを作るの？」「わざとじゃない」
「小児性愛者」「宿題」「便器」など、精神分析家らが綴る
子どもの世界。14人の専門家が100のキーワードで解説。
9 月下旬刊  定価 1296 円（本体 1200 円）新書判／170頁
分類・棚＝心理� 978-4-560-51015-5

ジャック・アンドレ 編著／古橋忠晃、番場寛 訳

［文庫クセジュ1015］

100 語でわかる子ども

アラビア語には派生形と呼ばれる、さまざまな形の動詞
があります。そのしくみと活用を、会話と文法の両面か
ら楽しく学んでいきます。音声無料ダウンロード！
8 月下旬刊  定価 4104 円（本体 3800 円）Ａ 5判／254頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08757-2

著者紹介　1946年生ま
れ。元大東文化大学教
授。アラビア語書道家。
著作、『アラビア語の
入門』『アラビア書道
の宇宙』（白水社）他。

本田孝一 著
新版 ステップアップ アラビア語の入門

●動詞がわかれば初級完成！

第二次大戦の最終局面、空前絶後の総力戦となったベル
リン攻防。綿密な調査と臨場感あふれる描写で世界的大
ベストセラーを記録した、戦史ノンフィクション決定版！
8 月中旬刊  定価 5184 円（本体 4800 円）四六判／674頁
分類・棚＝現代史� 978-4-560-09572-0

著者紹介　1946 年、イ
ギリス生まれ。軍務に
ついたのち、戦史ノン
フィクションの世界的
ベストセラー作家とし
て、活躍を続けている。

アントニー・ビーヴァー 著／川上洸 訳
ベルリン陥落 1945（新装版）

8 月中旬刊　追加分は注文扱いとなります


