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前史から、「卑怯な騙し討ち」、凄惨な攻防、
原爆投下、現代まで、米のノンフィクショ
ン作家が両国の戦いの諸相を縦横に網羅し
た大全。
前史から、「卑怯な騙し討ち」、凄惨な攻防、
原爆投下、現代まで、米のノンフィクショ
ン作家が両国の戦いの諸相を縦横に網羅し
た大全。
戦時下に生きる 6 人の「語り」を通して、
現在の中東を動かす「影の原理」と市井の
人びとの息づかいを浮き彫りにした渾身の
ルポ。

定価 4104 円（本体 3800 円）
四六判／390頁
分類・棚＝現代史
7 月中旬刊  978-4-560-09646-8
定価 4104 円（本体 3800 円）
四六判／400頁
分類・棚＝現代史
7 月中旬刊  978-4-560-09647-5
定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／232頁
分類・棚＝国際情勢
7 月上旬刊  978-4-560-09633-8
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★

クレイグ・ネルソン 著／平賀秀明 訳
パールハーバー（下）
 ◎ 恥辱から超大国へ

スコット・アンダーソン 著／貫洞欣寛 訳
引き裂かれた大地
◎ 中東に生きる六人の物語

クレイグ・ネルソン 著／平賀秀明 訳
パールハーバー（上）
 ◎ 恥辱から超大国へ

定価 1512 円（本体 1400 円）
四六判／260頁
分類・棚＝政治・経済
7 月下旬刊  978-4-560-09655-0

六〇年や六八年ではなく、一九五八年を戦
後の分岐点と見て、戦後民主主義の「神話」
を解体する画期的論考。

フランス語の世界へようこそ！　きっかけ
はなんであっても、大事なのは最初の一歩。
言葉の扉の向こうには新しい世界が待って
います。

近年、存在感を増すベトナム。これを機に
ベトナム語を学んでみませんか。文字と発
音から始めて、最後は短い読み物に挑戦し
ます。

日常的な会話文からラテン語の文法を学び
ましょう。凱旋式や公衆浴場など、古代ロ
ーマの情景が音声つきで蘇ります。名言集
も収録。

世界の 5 人に 1 人が話すと言われ、日本国
内でも需要の高まる中国語。発音から初歩
の会話・文法まで、コンパクトにまとめた 1
冊です。

鏡の国の不思議なキリル文字の世界をいっ
しょに旅してみませんか。本書はロシア語
の特徴を文字と発音から丁寧に解説してい
きます。

定価 2052 円（本体 1900 円）
2 色刷／Ａ5判／159頁
分類・棚＝語学
7 月上旬刊  978-4-560-08782-4

定価 2808 円（本体 2600 円）
2 色刷／Ａ5判／153頁
分類・棚＝語学
7 月上旬刊  978-4-560-08781-7

定価 2808 円（本体 2600 円）
Ａ5判／155頁
分類・棚＝語学
7 月上旬刊  978-4-560-08780-0

定価 2052 円（本体 1900 円）
2 色刷／Ａ5判／155頁
分類・棚＝語学
7 月上旬刊  978-4-560-08778-7

定価 2052 円（本体 1900 円）
2 色刷／Ａ5判／150頁
分類・棚＝語学
7 月上旬刊  978-4-560-08777-0
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世界のジャズ史にかかわってきたジャズ・
ジャーナリストによる初の著書。ジャズシ
ーンの興隆、名演誕生にまつわるエピソー
ド多数。
十六歳年下の弟である著者が、戦争で命を
落とした兄の残した日記や手紙を通じて、

「家族」とは、「戦争」とは何かを自問する
意欲作。
小説の執筆・出版の過程を縦糸に、人名の
考察から作品の背景となる世界経済や受容
史までを横糸に織り上げられた、大傑作小
説の評伝。
先へ進むための基礎をしっかり作る問題集。
重要な直説法を現在から過去未来完了まで
カバー、時制以外の項目もたっぷり練習し
ます。

解釈学の起源、その大著作家たち、彼らが
引き起こした論争を紹介しつつ、その普遍
性という意味をも検討する。

定価 3240 円（本体 3000 円）
四六判／272頁
分類・棚＝音楽
7 月中旬刊  978-4-560-09643-7
定価 2376 円（本体 2200 円）
四六判／200頁
分類・棚＝海外小説
7 月中旬刊  978-4-560-09056-5
定価 4104 円（本体 3800 円）
四六判／358頁
分類・棚＝海外文学
7 月中旬刊  978-4-560-09645-1
定価 2376 円（本体 2200 円）
A5 判／254頁
分類・棚＝語学
7 月中旬刊  978-4-560-08784-8
定価 1296 円（本体 1200 円）
新書判／185頁
分類・棚＝哲学
7 月上旬刊  978-4-560-51021-6

児山紀芳 著

ジャズのことばかり考えてきた

ウーヴェ・ティム 著／松永美穂 訳
［エクス・リブリス］
ぼくの兄の場合
デイヴィッド・ベロス 著／立石光子 訳

世紀の小説『レ・ミゼラブル』の
誕生
菅原昭江 著
極める！ 
スペイン語の基本文法ドリル
Ｊ・グロンダン 著／末松壽、佐藤正年 訳

［文庫クセジュ1021］
解釈学
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書名 編著者名 定価（本体） 978-4-560- 注文数
　好評既刊

「空気」の構造  ◎日本人はなぜ決められないのか 池田信夫 1728 円（1600 円） 08282-9

ロレンスがいたアラビア（上） アンダーソン 3024 円（2800 円） 09243-9

ロレンスがいたアラビア（下） アンダーソン 3024 円（2800 円） 09244-6

対訳 フランス語で読む「レ・ミゼラブル」《CD付》稲垣直樹 2484 円（2300 円） 08739-8

極める！ スペイン語の接続法ドリル 菅原昭江 2592 円（2400 円） 08710-7

極める！ スペイン語の動詞ドリル《CD付》菅原昭江 2700 円（2500 円） 08752-7
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池田信夫 著
丸山眞男と戦後日本の国体

東郷雄二 著
ニューエクスプレス プレス フランス語

《CD 付》

三上直光 著
ニューエクスプレス プレス ベトナム語

《CD 付》

岩崎 務 著
ニューエクスプレス プレス ラテン語

《CD 付》 

喜多山幸子 著
ニューエクスプレス プレス 中国語

《CD 付》 

黒田龍之助 著
ニューエクスプレス プレス ロシア語

《CD 付》
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