
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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貴店名・番線
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書名 編著者名 定価（本体） 978-4-560- 注文数
　好評既刊
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 1728 円（1600 円） 08764-0

グールド魚類画帖　◎十二の魚をめぐる小説 フラナガン 4320 円（4000 円） 02723-3

地獄の淵から　◎ヨーロッパ史 1914-1949 カーショー 6696 円（6200 円） 09536-2

中級フランス語　時制の謎を解く 井元秀剛 2160 円（2000 円） 08753-4

韓国語発音クリニック《CD 付》 前田真彦 2376 円（2200 円） 08623-0
　書物復権

古典ギリシア語入門 《CD 付》 池田黎太郎 4860 円（4500 円） 08773-2

芸術崇拝の思想 ◎政教分離とヨーロッパの新しい神 松宮秀治 4320 円（4000 円） 09638-3

ヨーロッパ中世象徴史 パストゥロー 8100 円（7500 円） 09639-0

音楽ノート フルトヴェングラー 3996 円（3700 円） 09640-6

移民が集まる街に引っ越してきたエスペラ
ンサ。自由と夢を追い求める街の人々の悲
喜劇を少女の瑞々しい感性で描いた名作。
解説・温又柔。金原瑞人氏推薦！

中国人が文章やスピーチに好んで引用する
古典の名句。厳選 70 フレーズの出典や由来、
実際の用例を紹介します。著名人の言葉も
多数。

定価 1404 円（本体 1300 円）
新書判／184頁
分類・棚＝海外小説
5 月中旬刊  978-4-560-07218-9

サンドラ・シスネロス 著／くぼたのぞみ 訳
［白水Uブックス 218］
マンゴー通り、ときどきさよなら

定価 2484 円（本体 2300 円）
四六判／168頁
分類・棚＝語学
5 月中旬刊  978-4-560-08771-8

西川芳樹 著
声に出して読む中国語の名句
《CD 付》

聞いて書き取り、内容を理解し、音読練習
を重ね、人に伝えるトレーニング。ニュー
スを素材にコミュニケーションの力を着実
にアップ。

定価 2592 円（本体 2400 円）
A5 判／170頁
分類・棚＝語学
5 月中旬刊  978-4-560-08769-5

前田真彦 著

通訳メソッドできたえる
中級韓国語《CD 付》

叙法とは、直説法・条件法・接続法・命令
法などの「述べかた」のこと。「述べかた」
が変わると、なにが変わるのか。

定価 2160 円（本体 2000 円）
四六判／192頁
分類・棚＝語学
5 月中旬刊  978-4-560-08772-5

渡邊淳也 著
中級フランス語   叙法の謎を解く

ページを折ると、問題→答え合わせがサッ
とできるレイアウト＋繰り返し使える問題
形式で反復練習に特化。活用の覚え方のコ
ツも伝授。

定価 1620 円（本体 1500 円）
新書判／148頁
分類・棚＝語学
5 月中旬刊  978-4-560-08737-4

岩根 久 著
フランス語動詞活用ドリル虎の穴

定価 6264 円（本体 5800 円）
A5 判／450頁 +口絵 8頁
分類・棚＝近現代
５月中旬刊  978-4-560-09631-4

「下からの社会史」を標榜する英国の近現代
史家が、時代の香りを伝える細部を活写し、
人物と逸話を物語る、新たな通史の決定版！

「下からの社会史」を標榜する英国の近現代
史家が、時代の香りを伝える細部を活写し、
人物と逸話を物語る、新たな通史の決定版！

定価 6048 円（本体 5600 円）
A5 判／410頁 +口絵 8頁
分類・棚＝近現代
５月中旬刊  978-4-560-09630-7
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R・J・エヴァンズ 著／小原 淳 他訳
［シリーズ近現代ヨーロッパ 200 年史全4 巻］
力の追求（下）  ◎ヨーロッパ史 1815-1914

R・J・エヴァンズ 著／小原 淳 他訳
［シリーズ近現代ヨーロッパ 200 年史全4 巻］
力の追求（上）  ◎ヨーロッパ史 1815-1914
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1943 年、捕虜の軍医ドリゴは〈死の鉄道〉
建設で地獄のような日々を闘っていた。そ
こへ一通の手紙が届き、すべてが変わって
しまう……

定価 4104 円（本体 3800 円）
四六判／420頁
分類・棚＝海外小説
5 月下旬刊  978-4-560-09629-1

リチャード・フラナガン 著／渡辺佐智江 訳
奥のほそ道 

桜桃忌 70 年。死や別離に彩られ、激しい苦
悩と挫折を重ね、空白期を経るたびに新た
な世界に脱皮していく作家の姿を、新たな
視点で捉え直す。

定価 3240 円（本体 3000 円）
四六判／380頁
分類・棚＝文芸・評論
5 月中旬刊  978-4-560-09628-4

鵜飼哲夫 著 
三つの空白 太宰治の誕生

めざましい経済成長を続ける一方で、国内
にさまざまな難題を抱えるインド。そのチ
ャンスとリスクを見極めるための視点を提
供する。

定価 2376 円（本体 2200 円）
四六判／248頁
分類・棚＝国際情勢
5 月下旬刊  978-4-560-09624-6

貫洞欣寛 著
インドが日本を追い越す日

5 月新刊委託指定書　　No.360


