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★印は注目商品です。

●

★ 著者紹介　1947年生ま
れ。フランス高等実習
研究院第 4 部門名誉教
授。色彩をはじめ、縞
模様、動物や植物をめ
ぐる歴史人類学の第一
人者。著書多数。
挿絵画家紹介　1982年
生まれ。エコール・エ
スティエンヌ (ESAIG)
卒。版画専攻。

★

レイプ事件で深く傷ついた私のもとに、突然あらわれた
終活中の祖母と５人の老女。台中を舞台に繰り広げられ
る、ひと夏の愛と再生の物語。解説・髙樹のぶ子。
6 月中旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／412頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09635-2

著者紹介　1972年、 台
湾生まれ、客家出身の
作家。著作に『神秘列
車』、『鬼殺し 上・下』

（以上、白水社）他。
訳者紹介　1953 年、福
岡県生まれ。横浜国立
大学教授。著書に『中
国女性の 20 世紀』（明
石書店）。

甘 耀明 著／白水紀子 訳
冬将軍が来た夏

●台湾の鬼才による、人生を癒す終活小説

ピエールくんは黒がすき 

ミシェル・パストゥロー 作／ローランス・ル・ショー 画／
松村恵理 訳
まっくらやみな夜、オオカミ、ひげもじゃ、カラスだって、
もうこわくない！　黒い色のふしぎが学べる、フランス
の「おやすみ絵本」。
6 月中旬刊  定価 1944 円（本体 1800 円）B5判／40頁
4色刷／分類・棚＝海外絵本� 978-4-560-09632-1

おじいちゃんやパパが読み聞かせるのに最適
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［エクス・リブリス］神秘列車� 978-4-560-09040-4好評
既刊

［エクス・リブリス］鬼殺し（上下）  （上）978-4-560-09048-0  （下）978-4-560-09049-7好評
既刊

甘 耀明 著／白水紀子 訳 定価各 3024 円（本体 2800 円）

甘 耀明 著／白水紀子 訳 定価 2052 円（本体 1900 円）



●

★

著者紹介　1956年生ま
れ。本書はピュリツァ
ー賞最終候補になるな
ど、アメリカを代表す
る歴史家。

著者紹介　1948年生ま
れ。 著 書 に『 図 書 館　
愛書家の楽園』『奇想
の美術館 イメージを
読み解く 12 章』『読書
礼讃』（白水社）他。

●

著者紹介　1943 年、ニ
ューヨーク生まれ。ア
メリカの作家。『マー
ティン・ドレスラーの
夢』で 1996 年ピュリ
ツァー賞を受賞。

ガンディーとチャーチル（上）　◎ 1857-1929

戦争と平和、革命と反動、英雄と民衆―二十世紀とは
果たして何だったのか？　二人の巨人の人生行路から眺
めた一大記念碑。平川祐弘解説。
6 月下旬刊  定価 4320 円（本体 4000 円）四六判／
400 頁 + 口絵 2 頁／分類・棚＝現代史� 978-4-560-09641-3

アーサー・ハーマン 著／田中洋二郎 監訳／守田道夫 訳

勝者のいない旅路……

図書館�愛書家の楽園［新装版］

アレクサンドリア図書館、ネモ船長の図書室、ヒトラー
の蔵書、ボルヘスの書棚……古今東西、現実と架空の〈書
物の宇宙〉をめぐる旅。
6 月中旬刊  定価 3996 円（本体 3700 円）四六判／340頁
分類・棚＝書物� 978-4-560-09644-4

アルベルト・マンゲル 著／野中邦子 訳

書物と人が織りなす無限の宇宙

危険な笑い
「オープニング漫画」「消滅芸」「ありえない建築」「異端
の歴史」と章立て。「ミルハウザーの世界」を堪能できる
傑作短篇集。
6 月中旬刊  定価 2916 円（本体 2700 円）四六判／300頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09634-5

スティーヴン・ミルハウザー 著／柴田元幸 訳

「猫と鼠」ほか、匠の技巧で眩惑する最新作 !

読書礼讃� 978-4-560-08357-4好評
既刊

アルベルト・マンゲル 著／野中邦子 訳 定価 4104 円（本体 3800 円）

魔法の夜� 978-4-560-09241-5
� 定価 2268 円（本体 2100 円）

ある夢想者の肖像� 978-4-560-08467-0

� 定価 3456 円（本体 3200 円）

木に登る王�◎ 三つの中篇小説� 978-4-560-09551-5

 定価 2808 円（本体 2600 円）

好評
既刊 スティーヴン・ミルハウザー 著　柴田元幸 訳

●



著者紹介　関西学院大
学文学部准教授。専門
は、日仏交流史、比較
文化論、翻訳論。

●

●

フランス語作文ラボ
◎ ニュアンスで使い分けるための添削教室

日本人学習者が間違えやすいポイントを巧みに押さえた、
臨場感あふれる仏作文レッスン。あなたの作例に、クリ
ス先生の判定は⁉
6 月初旬刊  定価 2306 円（本体 2200 円）A5判／207頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08774-9

クリス・べルアド 著

シンプルで洗練された文を練り上げるコツ

著者紹介　1964年、東
京生まれ。上智大学外
国語学部ロシア語学科
卒業。東京大学大学院
修了。スラヴ語学専攻。
神田外語大学特任教授。

ロシア語のかたち［ワイド版］

ロシア語の文字が解読できる、とびきり楽しい入門書。
街にあふれる看板やメニューなどを素材にロシア語をは
じめてみませんか。
6 月初旬刊  定価 1728 円（本体 1700 円）A5判／115頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08785-5

黒田龍之助 著

大きな文字で違いがクッキリ、理想の外国語

ことばはフラフラ変わる 978-4-560-08594-3好評
既刊

黒田龍之助 著 定価 2376 円（本体 2200 円）

寝るまえ5分の外国語　語学書書評集� 978-4-560-08727-5好評
既刊

黒田龍之助 著� 定価 2052 円（本体 1900 円）

ゴワサンで願いを叶えても、ええじゃないか！　サムラ
イから狂言作者に転身しようと夢みる男をめぐる、幕末
大河エンタテインメント。
6 月中旬刊　定価 1944 円（本体 1800 円）四六判／190頁
分類・棚＝�演劇� 978-4-560-09418-1

著者紹介　1962 年、北
九州市生まれ。第 41
回岸田國士戯曲賞受
賞。戯曲『ラストフラ
ワーズ』『ウェルカム・
ニッポン』『業音』他。

松尾スズキ 著
ニンゲン御破算

●松尾スズキと大人計画の３０周年記念出版！



※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。

5 ／ 1� ブロック紙（3.1/8）新刊
5／ 1� 毎日（3.1/8）新刊
5／ 18� NHK語学テキスト（1/2 〜 1p）（フランス語、スペイン語）新刊・良好書
5／ 22� 河北（5.1/2）新刊
5／ 23� 京都（4.1/4）新刊

5／ 11� 『中級フランス語　叙法の謎を解く
5／ 16� 『フランス語動詞活用ドリル虎の穴』
5／ 17� 『三つの空白　太宰治の誕生』
5／ 18� 『白水Uブックス 218　マンゴー通り、ときどきさよなら』『声に出して読む中国語の名句《CD

付》』
5／ 24� 『通訳メソッドできたえる中級韓国語《ＣＤ付》』
5／ 25� 『沸騰インド�超大国をめざす巨象と日本』『奥のほそ道』『シリーズ近現代ヨーロッパ 200年史��力の追

求　ヨーロッパ史 1815-1914（上下）』
6／ 1� 『文庫クセジュ 1020��家族の秘密』
6／ 7� 『フランス語作文ラボ�ニュアンスで使い分けるための添削教室』『ロシア語のかたち［ワイド版］』

5 月の広告予定

5 月中旬〜 6 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

著者紹介　 精 神 科 医、
心理学博士、科学技術
アカデミー会員。著書

『タンタン、精神分析家
を訪れる』はフランス
でベストセラーとなる。
訳者紹介　 精 神 科 医。
現在、伊敷病院勤務、
東京医科歯科大学、東
洋大学非常勤講師。

●〈秘密〉の発達心理

世代を越えて波及する、家族神話に隠された〈秘密〉の
しくみとは。著者が取り組んできた、こころと社会をめ
ぐるテーマを盛り込んだ一冊。
6 月初旬刊  定価 1296 円（本体 1200 円）新書判／180頁
分類・棚＝心理� 978-4-560-51020-9

セルジュ・ティスロン 著／阿部又一郎 訳

［文庫クセジュ1020］

家族の秘密

著者紹介　内科医。韓
国語講師。著書に『３
パターンで決める　日
常韓国語表現会話ネイ
ティブ表現』（語研）
ほか。

●韓国語の形容詞を使いこなしてレベルアップ

韓国語の形容詞を多角的に提示。主要なものには例文や
用例を示し、固有語や漢字語など形からも形容詞の特徴
に迫り、一歩先を目指す。
6 月中旬刊  定価 2808 円（本体 2600 円）四六判／296頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08775-6

今井久美雄 著
韓国語形容詞強化ハンドブック


