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書名 編著者名 定価（本体） 978-4-560- 注文数
　好評既刊
中二階 ベイカー 1026 円（950 円） 07122-9

ノリーの終わらない物語 ベイカー 1404 円（1300 円） 07172-4

水のなまえ 高橋順子 2052 円（1900 円） 08364-2

新訳ベケット戯曲全集 1［ゴドーを待ちながら／エンドゲーム］ベケット 3240 円（3000 円） 09331-3

［白水Ｕブックス 1131］来福の家 温又柔 1512 円（1400 円） 07208-0

貴店名・番線

注 

文 

書

状況に合わせた熟語の知識は、例文とセッ
トで覚えましょう。学習の目安にも便利な、
重要度を３レベルで表示。仏和・和仏索引付。

定価 2160 円（本体 2000 円）
四六判／214頁
分類・棚＝語学
9 月上旬刊  978-4-560-08786-2

モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子 著

例文で覚えるフランス語熟語集

三つの言語の狭間で育った東京在住の台湾
人作家が、自らのルーツを探った感動の軌
跡。日本エッセイスト・クラブ賞受賞作の
増補新版！

定価 1512 円（本体 1400 円）
新書判／320頁
分類・棚＝エッセイ
9 月中旬刊  978-4-560-72133-9

温 又柔 著
［白水Ｕブックス1133］
台湾生まれ 日本語育ち

「しあわせな日々」の新訳をはじめ「クラッ
プの最後の録音」「プレイ」「わたしじゃな
いし」など、空前絶後の実験劇 17 作品を収
録！

定価 4536 円（本体 4200 円）
四六判／340頁
分類・棚＝海外文学・演劇
9 月下旬刊  978-4-560-09332-0

サミュエル・ベケット 著／岡室美奈子 他訳
新訳ベケット戯曲全集 2

［ハッピーデイズ―実験演劇集］

笑う。踊る。叫ぶ。歌う。ヨロコビ、オジイ、
オバア、シェンシェイと分身たちの宴―芥
川賞作家・小野正嗣が初めて挑む衝撃の戯
曲！

定価 1944 円（本体 1800 円）
四六変型／142頁
分類・棚＝演劇
9 月上旬刊  978-4-560-09419-8

小野正嗣 著
ヨロコビ・ムカエル？ 

古典から現代まで、人々はどのように星に
共鳴し、心の弦を鳴らしたか。講談社エッ
セイ賞受賞作家が、そのまなざしの美しさ、
険しさを描く。

定価 2484 円（本体 2300 円）
四六判／230頁
分類・棚＝エッセイ
9 月上旬刊  978-4-560-09652-9

高橋順子 著
星のなまえ

独特の緻密かつマニアックな作風で日本で
もコアなファンをもつ著者が、大作家アッ
プダイクに対する思いを綴った自伝的エッ
セイ／小説。

定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／210頁
分類・棚＝海外小説
9 月中旬刊  978-4-560-09649-9

ニコルソン・ベイカー 著／有好宏文 訳
U & I

船乗りマーティンは裕福な家の娘と出会い、
新しい世界へ足を踏み入れる。労働者階級
から独学で作家を目指す若者の苦闘を描い
た名作。

定価 3888 円（本体 3600 円）
四六判／500頁
分類・棚＝海外小説
9 月中旬刊  978-4-560-09911-7

３ ジャック・ロンドン  著／辻井栄滋 訳
［エクス・リブリス・クラシックス］
マーティン・イーデン 

「錠剤の形をしたナチズム」の恐るべき実態
に迫る傑作ノンフィクション。「患者 A」と
主治医モレルの危険な関係を暴く世界的ベ
ストセラー！

定価 4104 円（本体 3800 円）
四六判／368頁
分類・棚＝現代史
9 月下旬刊  978-4-560-09651-2

ノーマン・オーラー 著／須藤正美 訳
ヒトラーとドラッグ
◎ 第三帝国における薬物依存

定価 2376 円（本体 2200 円）
四六判／312頁 +口絵16頁
分類・棚＝ノンフィクション
9 月上旬刊  978-4-560-09653-6

短パン姿で、キリマンジャロへ！　「潜在的
な身体能力を引き出す方法」の一部始終を
明かす体当たりサイエンス ･ ノンフィクシ
ョン。

スコット・カーニー 著／小林由香利 訳
サバイバルボディー
◎ 人類の失われた身体能力を取り戻す
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ザリガニパーティで乾杯、夏至祭でダンス、
フィーカで一息……白夜の国の文化ととも
に、歌うような響きの言葉を学びませんか。

速水 望  著
ニューエクスプレス プレス スウェーデン語

《CD 付》

定価 2916 円（本体 2700 円）
2 色刷／A5 判／162頁
分類・棚＝語学
9 月上旬刊  978-4-560-08791-6

デンマーク語は英語やドイツ語の親戚、意
外と日本人にも親しみやすいと言えます。
難しい発音も、音声を聴いてしっかり学べ
ます。

三村竜之 著
ニューエクスプレス プレス デンマーク語

《CD 付》

定価 3564 円（本体 3300 円）
A5 判／162頁
分類・棚＝語学
9 月上旬刊  978-4-560-08792-3

オーロラ、サウナ、北欧デザイン……魅力
あふれる森と湖の国は、実は日本から一番
近いヨーロッパ。サンタクロースに会いに
行こう！

山川亜古 著
ニューエクスプレス プレス フィンランド語

《CD 付》

定価 2484 円（本体 2300 円）
A5 判／165頁
分類・棚＝語学
9 月上旬刊  978-4-560-08793-0

カナ発音と発音記号併記。基本語彙網羅・
用例豊富・コラム充実。口語表現も多数掲載。
巻末に分類別単語集、日本語引き小辞典付
き。

宇戸清治 編
パスポート初級タイ語辞典

定価 4860 円（本体 4500 円）
B6 判／536頁
分類・棚＝語学
9 月上旬刊  978-4-560-08790-9
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