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●

著者紹介　1950 年、東
京生まれ。現在、慶應
義塾大学訪問教授。著
作に『帝都東京を中国
革命で歩く』（白水社）
他。

近代中国への旅
元中国共産党員の亡命者と日本陸軍中将の長女の間に生
まれたノンフィクション作家の半生と日中百年の群像。

11月下旬刊  定価 2052 円（本体 1900 円）四六判／200頁
分類・棚＝歴史� 978-4-560-09578-2

譚 璐美 著

天安門から近代中国へ

著者紹介　アメリカの
ジャーナリスト、コラ
ムニスト。エミー賞（80
年）をはじめ、活字・
映像の分野で数々の賞
を受賞。

アメリカの汚名
◎ 第二次世界大戦下の日系人強制収容所

戦時中、12 万の日系アメリカ人が直面した人種差別と隔
離政策の恐るべき実態を描いたノンフィクション。

11月中旬刊  定価 3780 円（本体 3500 円）四六判／376頁
分類・棚＝現代史� 978-4-560-09583-6

リチャード・リーヴス 著／園部哲 訳

「知ってるつもり」では済まされない

 11月
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帝都東京を
中国革命で歩く

譚 璐美 著
〈明治維新〉と〈中国革命〉が交錯した早稲田、本郷、そして神
田……街歩きで見つけた帝都東京の新たな相貌。カラー図版多
数。� 発売中　定価 1944 円（本体 1800 円）

四六判／246頁　分類・棚＝日本史　978-4-560-09250-7

好評
既刊

●



著者紹介　1973年、横
浜生まれ、熊本在住。
演劇作家、小説家、
チェルフィッチュ主宰。
2005年、本書で第49回
岸田國士戯曲賞受賞。

●再創造あるいは震災後だからこその戯曲集

リクリエイトされた表題作に、「あなたが彼女にしてあげ
られることは何もない」「部屋に流れる時間の旅」「God�
Bless�Baseball」を併録。
11月中旬刊  定価 2160 円（本体 2000 円）四六判／174頁
分類・棚＝演劇� 978-4-560-09414-3

岡田利規 著
三月の5日間［リクリエイテッド版］

●

メルロ＝ポンティ哲学者事典　別巻
◎ 現代の哲学・年表・総索引

 全巻で 1000 人超におよぶ人名総索引付き

モーリス・メルロ＝ポンティ 編著／加賀野井秀一 他監訳

　　 第一巻　東洋と哲学・哲学の創始者たち・キリスト教と哲学
 436 頁　978-4-560-09311-5

　　 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）

ソシュールをはじめ二十世紀現代思想の巨人たちから、
サンデル、メイヤスー、ピケティ、ガブリエルまで……
280 名超を立項解説。
11月下旬刊  定価 6912 円（本体 6400 円）A5判／550頁
分類・棚＝哲学� 978-4-560-09314-6

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。

好
評
既
刊

エンジョイ・アワー・
フリータイム

岡田利規 著
わたしたちのチェルフィッチュがきりひらく、超リアル日本語
演劇の新境地！　「ホットペッパー、クーラー、そしてお別れ
の挨拶」「フリータイム」「エンジョイ」を収録したベスト作品集。
� 発売中　定価 2052 円（本体 1900 円）

四六判／190頁　分類・棚＝演劇　978-4-560-08053-5

好評
既刊



著者紹介　1956 年、ハ
ンガリー生まれ。難民
として母国を離れる。
『ザ・タイムズ』『デイ
リー・メイル』など数
多くの新聞社で活躍。

レーニン（上下） （上）���978-4-560-09585-0

◎ 革命家の肖像 
（下）����978-4-560-09586-7

最新史料から見える「人間レーニン」とは？　妻や愛人、
同志や敵、人物模様と逸話を通して、革命の舞台裏と意
外な素顔に迫る傑作評伝！
11月下旬刊  定価各 4104 円（本体 3800 円）四六判／
各390頁+口絵 8頁／分類・棚＝現代史�

ヴィクター・セベスチェン 著／三浦元博、横山 司 訳

ロシア革命 100 周年記念出版

東欧革命 1989
◎ ソ連帝国の崩壊

ヴィクター・セベスチェン 著／三浦元博、山崎博康 訳
ハンガリー出身のジャーナリストが 20 年をかけて関係者らの証
言を収集し、公文書等を渉猟して描いた東欧革命の全貌。
� 発売中　定価 8208 円（本体 7600 円）

四六判／632頁　分類・棚＝現代史　978-4-560-09552-2

好評
既刊

●
［高山宏セレクション/異貌の人文学　第2期］

ボーリンゲン
◎ 過去を集める冒険

ユングに傾倒したアメリカの資産家夫妻が創設したボー
リンゲン基金と出版活動。二十世紀を変えた〈知〉が生
成される現場を活写する。
11月下旬刊  定価 7344 円（本体 6800 円）四六判／432頁
+口絵 32頁／分類・棚＝哲学・文学� 978-4-560-08310-9

ウィリアム・マガイアー 著／高山 宏 訳

出会いのアルケミア、人的交流の文化史

著者紹介　1917 年、フ
ロリダ生まれ。ジャー
ナリスト・編集者とし
て活動。〈ボーリンゲ
ン叢書〉の編集に携わ
り、数々の名著を送り
出した。2009 年没。
訳者紹介　1947年生ま
れ。大妻女子大学比較
文化学部教授。

●



10 ／ 1	 中日・東京・西日本・北海道・神戸・信毎（3.1/8）新刊
10／ 1	 朝日（3.1/8）新刊
10／ 2	 UP（1/3p）新刊
10／ 3	 毎日（5.1/2）新刊
10／ 4	 朝日（3.1/8）新刊
10／ 18	 NHK語学テキスト（フランス語ラジオ講座）（1/2p）新刊・良好書
10／ 19	 河北（3.1/8）新刊
10／ 20	 京都（4.1/4）新刊
10／ 27	 朝日（3.1/8）新刊
10／ 31	 朝日（3.1/8）新刊

10／ 23	『エクス・リブリス　死体展覧会』
	 『「濹東綺譚」を歩く』
10／ 24	『中国語検定対策 2級問題集［改訂版］《ＣＤ 2枚付》』
	 『ガレノス　西洋医学を支配したローマ帝国の医師』
	 『白水Uブックス 1132　サミュエル・ベケット』
10／ 25	『スターリンの娘　「クレムリンの皇女」スヴェトラーナの生涯（上下）』
10／ 26	『文庫クセジュ 1016　科学の本質と多様性』

10 月の広告予定

10 月中旬〜 11 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

日刊ゲンダイ、夕刊フジ、朝日、毎日、TV・ラジオでも続々紹介。3 刷出来

日本の夜の公共圏
◎スナック研究序説　　谷口功一、スナック研究会 編著

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。
発売中  定価 2052 円（本体 1900 円）四六判／220頁
分類・棚＝社会� 978-4-560-09547-8

好評既刊

科学の最前線を歩く
東京大学教養学部 編
発売中  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／291頁
分類・棚＝自然科学　　978-4-560-09563-8

分断された時代を生きる
東京大学教養学部 編
発売中  定価 2376 円（本体 2200 円）四六判／270頁
分類・棚＝人文社会　　978-4-560-09564-5

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》

※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。


