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★印は注目商品です。

●

 3月

著者紹介　2007～12年
『サンデー・テレグラ
フ』北京特派員。初め
て中国を訪れて以来、
中国行脚を続け、ほぼ
全省を踏破。

★

移民排斥運動からラディカルデモクラシーまで、現代デ
モクラシーの基本条件としてポピュリズムを分析した記
念碑的著作。
3 月下旬刊  定価 2160 円（本体 2000 円）四六判／200頁
分類・棚＝政治� 978-4-560-09617-8

著者紹介  カス・ミュデ　
ジョージア大学国際関
係学部准教授。優れた
社会科学研究に送られ
るスタイン・ロッカン
賞を受賞している。ク
リストバル・ロビラ・カ
ルトワッセル　ディエ
ゴ・ポルタレス大学（チ
リ・サンティアゴ）政
治学部准教授。

カス・ミュデ、クリストバル・ロビラ・カルトワッセル 著／
永井大輔、髙山裕二 訳

ポピュリズム ◎デモクラシーの友と敵

●ポピュリズムの時代を生きる

中国の火種
◎ 北京政府と対立する国境地帯を行く

中国の国境地帯で何が起きているのか？　英国のジャー
ナリストが、新疆、チベット、雲南、東北部を歩き、人
びとの姿を生き生きと描く。
3 月下旬刊  定価 3024 円（本体 2800 円）四六判／350頁
分類・棚＝国際情勢� 978-4-560-09620-8

デイヴィッド・アイマー 著／近藤隆文 訳

民族問題、宗教対立、人身売買、密輸……
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不屈  ◎盲目の人権活動家　陳光誠の闘い 978-4-560-09544-7好評
既刊

陳 光誠  著／河野純治 訳� 定価 2592 円（本体 2400 円）

中国  消し去られた記録  ◎北京特派員が見た大国の闇
 978-4-560-08492-2

好評
既刊

城山英巳 著� 定価 3888 円（本体 3600 円）



★

著者紹介　昭和 20 年、
旧満洲ハルビン市生ま
れ。出版社・デザイン
会社勤務を経て、故井
上ひさし率いる劇団創
立に参加。

●

著者紹介　米国コネチ
カット州ニュー・ロン
ドン生まれ。著書に『ヨ
ーロッパの略奪　ナチ
ス・ドイツ占領下にお
ける美術品の運命』（白
水社）がある。

●

初代「君が代」
明治初期、来日した英国王子を前に演奏され、わずか数
年で使命を終えた初の国歌。薩摩藩軍楽隊を中心に、そ
の制定の経緯と謎に迫る。
3 月中旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／238頁
分類・棚＝ノンフィクション� 978-4-560-09627-7

小田豊二 著

薩摩藩軍楽隊を中心に迫る、国歌誕生の経緯

ナチズムに囚われた子ども達（上下）
◎ 人種主義に蹂躙された世界

ナチ支配下のヨーロッ
パにおいて、ヒトラー
の人種主義が子どもた
ちに課した過酷な処遇
を、膨大な史料に基づ
いて包括的に論じる。

リン・H・ニコラス 著／若林美佐知 訳

「ヒトラーの子どもたち」の教化と迫害

3 月中旬刊　各四六判
分類・棚＝現代史

（上）418頁� 978-4-560-09618-5
定価 5184 円（本体 4800 円）

（下）464 頁� 978-4-560-09619-2
定価 5616 円（本体 5200 円）

鉱
ヤ マ

山のビッグバンド 978-4-560-09260-6

昭和30年代、飛騨の鉱山労働者が結成した楽団の笑いと涙の物語。

好評
既刊

小田豊二 著� 定価 2376 円（本体 2200 円）

英国の泰斗による圧巻の評伝（全 2巻）。世
界 28 カ国で刊行、ロングセラーを記録、待
望の邦訳！

（上）定価 8640 円（本体 8000 円）
口絵 32頁+802頁� 978-4-560-08448-9

（下）定価 11880 円（本体 11000 円）
口絵 48頁+1144頁� 978-4-560-08449-6

イアン・カーショー 著／（上）川喜田敦子、（下）福永美和子 訳／
石田勇治 監修 

ヒトラー
好評既刊

（上） 1889-1936　傲慢
（下） 1936-1945　天罰

発売中　各A5判�
分類・棚＝現代史



著者紹介　武蔵大学人
文学部英語英米文化学
科准教授。専門はシェ
イクスピア、フェミニ
スト批評。

●

●

●

著者紹介　パリ生ま
れ。フランス文学を代
表する作家。社会問題
にも深い関心を寄せ、
積極的に活動。1921年、
ノーベル文学賞受賞。

［白水Uブックス217］

ペンギンの島
聖者の手違いから人間に変身したペンギンの国の年代記
を通して、フランスの歴史を戯画的に語り直したノーベ
ル賞作家の埋もれた名作。
3 月中旬刊  定価 2052 円（本体 1900 円）新書判／388頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-07217-2

アナトール・フランス 著／近藤矩子 訳

ペンギンの国に託して描く人類の愚行の歴史

著者紹介　明星大学、
跡見学園女子大学、東
京外国語大学、白鷗大
学で言語学やアムハラ
語を教える傍ら、現地
調査を続けている。

ニューエクスプレス  アムハラ語
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。エチオピアの共通語
を、独自の文字で学びます。
3 月中旬刊  定価 3888 円（本体 3600 円）A5判／152頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08767-1

若狭基道 著 《CD 付》 

魅惑のエチオピア文字の世界へようこそ！

シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち
◎ 近代の観劇と読書

女性たちはいかにシェイクスピアを受容し、その正典化
に影響を与えてきたか。十八世紀までの観客や作家、宮
廷人などの関わりを見る。
3 月中旬刊  定価 3024 円（本体 2800 円）四六判／280頁
分類・棚＝文学� 978-4-560-09600-0

北村紗衣 著

女性ファンの力も作品を偉大な存在にした

『リア王』の時代
◎ 1606 年のシェイクスピア

ジェイムズ・シャピロ 著／河合祥一郎 訳
アーデン家も関わりし火薬陰謀事件の翌年─一六〇六年を、
シェイクスピア目線でクローズアップ！　『リア王』執筆の時代
背景を活写。
定価 6048 円（本体 5600 円）四六判／544頁
分類・棚＝文学・歴史� 978-4-560-09593-5

好評
既刊



※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。

2 月の広告予定
2 ／ 1� ブロック紙（3.1/8）新刊
2／ 2� UP（1/3p）新刊
2／ 3� 毎日（3.1/8）新刊
2／ 15� 朝日（3.1/8）新刊
2／ 19� 河北（3.1/8）新刊
2／ 21� 京都（4.1/4）新刊
2／ 22� 朝日（3.1/8）新刊
2／ 27� 朝日（3.1/8）新刊

2 月中旬〜 3 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

2 ／ 13� 『つぶやきのドイツ語　1日 5題文法ドリル』
2／ 16� 『海峡を渡る幽霊　李昂短篇集』
2／ 20� 『はじめての声に出すフランス語《ＣＤ付》』『聖書の成り立ちを語る都市　フェニキアからローマ

まで』『ジハード大陸　「テロ最前線」のアフリカを行く』『文庫クセジュ 1018　聖なるもの』
2／ 22� 『エコノミクス・ルール　憂鬱な科学の功罪』
2／ 23� 『ニューエクスプレス　ロマ（ジプシー）語《ＣＤ付》』『エクス・リブリス　酸っぱいブドウ／はり

ねずみ』『新訳ベケット戯曲全集 1』『落語登場人物事典』

話題沸騰　忽ち 3 刷

読むパンダ
黒柳徹子 選／日本ペンクラブ 編
浅田次郎、高畑勲、ヒガアロハほか、各界
のパンダファン＆歴代の飼育担当者が勢揃
い！　日本初のパンダ・エッセイ集。シャ
ンシャン出産秘話も収録！

定価 1512 円（本体 1400 円）四六判／248頁
分類・棚＝エッセイ� 978-4-560-09595-9

好評発売中

おしゃべりがはずむ  
フランスの魔法のフレーズ
トリコロル・パリ 著／ドミニク・ルバグース 画

「お腹にちょうちょがいる」「うさぎを置かれた」
ってどんな意味？　知れば使いたくなるフラン
ス式のひと言をイラストを添えてご紹介。
定価 1728 円（本体 1600 円）Ａ5判／104頁
4色刷／分類・棚＝語学� 978-4-560-08764-0

「王様
の

ブランチ
」で

紹介！！


