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★印は注目商品です。

●

★

著者紹介　1973年、バ
グダッド生まれ。映像
作家としてのキャリア
を積むが、2000 年、イ
ラクを出国、2004 年以
降フィンランド在住。

［エクス・リブリス］

死体展覧会
現実か悪夢か。イラクにはびこる不条理な暴力を、亡命
作家が冷徹かつ幻想的に描き出す。現代アラブ文学の新
鋭が放つ鮮烈な短篇集。
10 月中旬刊  定価 2484 円（本体 2300 円）四六判／200頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09053-4

ハサン・ブラーシム 著／藤井 光 訳

物語の現実性と非現実性が交錯する全 14 篇
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●

著者紹介　イギリスの
歴史研究者。専門は宗
教改革および 16 世紀
史。本書は、フィリス・
グッドハート・ゴーダ
ン賞受賞作。

印刷という革命（新装版）
◎ ルネサンスの本と日常生活

本とは手書き写本であったヨーロッパに印刷された本が
生まれたことで、人々の暮らしや政治・宗教・経済・文
学はどう変わったのか。
10 月上旬刊  定価 5184 円（本体 4800 円）四六判／646頁
分類・棚＝西洋史� 978-4-560-09587-4

アンドルー・ペティグリー 著／ 桑木野幸司訳

新資料の活用で浮かび上がる、新しい文化史

読売新聞書評掲載／忽ち 3 刷

写本の文化誌
◎ ヨーロッパ中世の文学とメディア

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
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。� 発売中　定価 3564 円（本体 3300 円）

四六判／310頁　分類・棚＝西洋史　978-4-560-09559-1

好評
既刊



著者紹介　1932年、東
京都生まれ。東京大学
名誉教授。2002年逝去。
訳書に『ゴドーを待ち
ながら』、『ベケット戯
曲全集』他。

●
［白水Ｕブックス1132］

サミュエル・ベケット
ゴドーとは何者なのか。ベケットの半生とその時代を辿
りつつ、代表作と「道化」の誕生から終末までを読み解く。
第一人者によるベケット入門。
10 月下旬刊  定価 1512 円（本体 1400 円）新書判／216頁
分類・棚＝海外文学・演劇� 978-4-560-72132-2

高橋康也 著

『ゴドーを待ちながら』の世界へ

●

著者紹介　ジョージア
大学教授（歴史学）。
古代史についての著作
多数。邦訳は本書が初。
訳者紹介　順天堂大学
大学院医学系研究科助
教。訳書に、ガレノス
『解剖学論集』『身体諸
部分の用途について1』
（ともに京都大学学術
出版会）他。

ガレノス
◎ 西洋医学を支配したローマ帝国の医師

庶民・剣闘士の治療から歴代皇帝の侍医としてまで名声
を得たガレノス。その複雑な人柄とローマ帝国の医療衛
生現場を生き生きと描く。
10 月下旬刊  定価 5184 円（本体 4800 円）四六判／390頁
分類・棚＝古代史� 978-4-560-09584-3

スーザン・P・マターン 著／澤井 直 訳

千五百年近く医学に君臨したローマ人の伝記

●

★

著者紹介　カナダの詩
人、短篇小説作家、伝
記作家、文芸評論家、
書評家、コラムニスト。
トロント大学の名誉教
授。

スターリンの娘（上下）� （上）978-4-560-09573-7　450頁
◎ スヴェトラーナが歩んだ茨の道�

（下）978-4-560-09574-4　460 頁

クレムリンの皇女は父親の名前の重圧を背負い、過酷な
運命から逃れようとした……。まさに「20 世紀史」を体
現した波瀾の生涯。
10 月下旬刊  定価各 3996 円（本体 3700 円）四六判
分類・棚＝現代史

ローズマリー・サリヴァン 著／染谷 徹 訳

第二次大戦から冷戦、その後までを生き抜く

ゴドーを待ちながら［白水Uブックス］� 978-4-560-07183-0好評
既刊

サミュエル・ベケット 著／安堂信也、高橋康也 訳� 定価 1296 円（本体 1200 円）

ベケット伝（上下）� （上）978-4-560-04765-1（下）978-4-560-04766-8好評
既刊

ジェイムズ・ノウルソン 著／高橋康也、井上善幸、
岡室美奈子、田尻芳樹、堀 真理子、森 尚也 訳� 定価各10584 円（本体 9800 円）

★



編著者紹介　明治学院
大学他非常勤講師。訳
書に、『バルザックと
19世紀パリの食卓』（ミ
ュルシュタイン著、白
水社刊）他。

対訳�フランス語で読む「恐るべき子どもたち」
《CD 付》

コクトーの名作を抜粋で読みましょう。詩人コクトーな
らではの比喩やリズムを原文で味わうのは、学習者なら
ではの喜びです。CD付。
10 月上旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／139頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08751-0

塩谷祐人 編著

詩人コクトーの真髄を原文と朗読で味わう

編著者紹介　通訳・翻
訳業のかたわら、東洋
大学、武蔵野大学等で、
中国語講師を務める。

中国語検定対策 2級問題集［改訂版］
《CD2 枚付》 

過去問を分析し、狙われやすいポイントを解説。覚える
べきことを整理し、練習問題で実戦力を養います。模擬
試験・慣用句リスト付。
10 月下旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）Ａ 5判／200頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08762-6

伊藤祥雄 編著

過去問掲載！　合格を導くポイント教えます

著者紹介　大阪外国語
大学大学院博士号取
得。著書、『旅の指さ
し会話帳（31）デンマ
ーク』（情報センター
出版局）他。

デンマーク語のしくみ《新版》

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。大事なのは
全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通せる画
期的な入門書シリーズ！
10 月上旬刊 定価 1944 円（本体1800 円）Ｂ6変型／146頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08761-9

鈴木雅子 著

寝ながら読める外国語！　文法用語抜きで！

著者紹介　東京外国語
大学アジア・アフリカ
言語文化研究所ジュニ
ア・フェロー、桜美林
大学リベラルアーツ学
群非常勤講師他。

周りの国と、しくみがちがう不思議な言葉

周りのヨーロッパの言葉とは大きく異なるハンガリー語。
意外にも日本語に似ています。どう似ているのか、のぞ
いてみませんか。
10 月上旬刊 定価1944 円（本体 1800 円）Ｂ6変型／146頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08760-2

大島 一 著
ハンガリー語のしくみ《新版》

●

●

●

●



※搬入予定日、広告予定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。

9 ／初旬� 中日・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8）新刊
9／ 3� 毎日（3.1/8）新刊
9／ 18� NHK語学テキスト（フランス語、ドイツ語、スペイン語，イタリア語、中国語、韓国語）
� （1/2 〜 1p）新刊・良好書
9／ 19� 河北（3.1/8）新刊
9／ 19� 東京大学新聞『知のフィールドガイド　分断された時代を生きる』
� 『知のフィールドガイド　科学の最前線を歩く』
9／ 21� 京都（3.1/8）新刊

9 月の広告予定

著者紹介　1920年生ま
れ。2016 年 逝 去。現
代フランスの科学認識
論・科学哲学の第一人
者。

［文庫クセジュ1016］

科学の本質と多様性
「科学とは何か」というきわめて大きな問題をわかりやす
くまとめた一冊。
10 月下旬刊  定価 1296 円（本体 1200 円）新書判／170頁
分類・棚＝科学� 978-4-560-51016-2

ジル＝ガストン・グランジェ 著／松田克進、三宅岳史、中村大介 訳

科学の現場のダイナミズムに迫る

9 ／ 11� 『［新版］〈起業〉という幻想　アメリカン・ドリームの現実』
9／ 20� 『白水Uブックス 215／海外小説　永遠の本棚　劇場』
9／ 22� 『ニューエクスプレス��インドネシア語《ＣＤ付》』『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』『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』
9／ 25� 『ボラーニョ・コレクション　チリ夜想曲』
9／ 26� 『薄い桃色のかたまり／少女ミウ』『ローズヴェルトとスターリン　テヘラン・ヤルタ会談と戦後

構想（上下）』『文庫クセジュ 1015�100 語でわかる子ども』
9／ 29� 『オスマン帝国の崩壊　中東における第一次世界大戦』
10／ 6� 『対訳�フランス語で読む「恐るべき子どもたち」《ＣＤ付》』『ハンガリー語のしくみ《新版》』『デ

ンマーク語のしくみ《新版》』『印刷という革命（新装版）　ルネサンスの本と日常生活』

9 月中旬〜 10 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

私はいっさいの色彩を奪われたのです……。震災から 6
年。岩松了が被災地と向きあい、新たな再生を謳い上げる、
渾身の書き下ろし！
9 月下旬刊  定価 2376 円（本体 2200 円）四六判／224頁
分類・棚＝演劇� 978-4-560-09415-0

著者紹介　劇作家、演
出家、俳優。1952 年、
長崎県生まれ。1989年、
『蒲団と達磨』で岸田
國士戯曲賞。

岩松 了 著
薄い桃色のかたまり／少女ミウ

9 月下旬刊　追加分は注文扱いとなります

●


