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異文化と人種、生と死などの主題を多層的に描き出す８
つの物語。O・ヘンリー賞受賞作を含む、ブルガリア出
身の新鋭による鮮烈な短篇集。
10 月中旬刊  定価 3024 円（本体 2800 円）四六判／ 288 頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09271-2

著者紹介　1982年、ブ
ルガリア生まれ。留学
生としてアメリカ合衆
国に渡る。本書は 2011
年発表のデビュー作。
訳者紹介　1980年、大
阪生まれ。同志社大学
文学部英文学科准教
授。訳書に、プラセン
シア「紙の民」（白水社）
他多数。

ミロスラヴ・ペンコフ 著／藤井 光 訳

［エクス・リブリス］

西欧の東

●母国でベストセラーとなった東欧出身の新鋭

著者紹介　1962年生ま
れ。京都大学大学院経
済学研究科教授。専門
は現代経済思想史。著
書に『ケインズを読み
直す』（白水社）他多数。

英語原典で読む経済学史
根井ゼミへようこそ！　アダム・スミスからケインズま
で、英語原典に直に触れながら経済学の歴史を学ぶ、は
じめての経済学史講義！
10 月中旬刊  定価 2160 円（本体 2000 円）四六判／ 256 頁
分類・棚＝経済� 978-4-560-09656-7

根井雅弘 著

何度も繰り返し味わう原典講読
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好評
既刊

好評
既刊 ケインズを読み直す 入門 現代経済思想 978-4-560-09557-7

この時代を生き抜くための経済学入門の決定版！　英語原文でケインズ
に触れるコラムや関係する経済学者列伝も収録。
根井雅弘 著 定価 2376 円（本体 2200 円）

ガルブレイス　異端派経済学者の肖像 978-4-560-09512-6

「拮抗力」「依存効果」「社会的アンバランス」「テクノストラクチャー」
など新概念で資本主義の本質に迫ろうとした異端派の肖像。
根井雅弘 著 定価 2160 円（本体 2000 円）



●

★
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●

著者紹介　1936年生ま
れ。フランスの言語学
者。著書に『ホモ・ロ
クエンス』、『言語構造
と普遍性』（白水社）、
他多数。

著者紹介　1980年生ま
れ。静岡県立大学非常
勤講師。主な訳書に『エ
マ・ゴールドマン自伝』
（小田光雄との共訳、
ぱる出版）。

著者紹介　1966年、イ
ギリス生まれ。ブリス
トル大学で歴史を専
攻。刑事弁護士として
短期間活動したのちジ
ャーナリストになる。

共通語の世界史
◎ 統合されていく言語を守るために

ヨーロッパに息づく少数言語から、アメリカで息まく連
合言語まで！　ことばが、多様な民族間で「シェアされ
てきた歴史」を語る。言語名索引付。
10 月下旬刊  定価 4968 円（本体 4600 円）四六判／ 380 頁
分類・棚＝言語・歴史� 978-4-560-09659-8

クロード・アジェージュ 著／糟谷啓介、佐野直子 訳

社会言語学の泰斗による名著、待望の邦訳！

フィリップ・イード 著／高儀 進 訳
筋金入りの奇人でもあった英国の巨匠の生涯を、未公開
の書簡や日記を駆使して、小説を読むように堪能できる
評伝。口絵写真多数収録。
10 月下旬刊  定価 9186 円（本体 8500 円）四六判／ 580 頁＋
口絵 24頁／分類・棚＝海外文学� 978-4-560-09660-4

イーヴリン・ウォー伝　◎ 人生再訪

没後 50 年記念の伝記の決定版、待望の翻訳！

フランクフルト学派と批判理論
◎ 〈疎外〉と〈物象化〉の現代的地平

批判的社会理論を疎外と物象化を中心に、生きるための
「解放の思想」として、現実に立ち向かうための武器とし
て再生させる画期的入門。
10 月下旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／ 200 頁
分類・棚＝哲学・思想� 978-4-560-09654-3

スティーブン・エリック・ブロナー 著／小田 透 訳

「解放の思想」の原点へ

スクープ 978-4-560-09907-0

アフリカの架空の国の政変と報道合戦の狂奔を辛辣なユーモアたっぷり
に描く。英国で「古今の名作小説 100」にも選ばれた傑作長篇。
イーヴリン・ウォー 著／高儀 進 訳 定価 2592 円（本体 2400 円）

好評
既刊

イーヴリン・ウォー傑作短篇集 978-4-560-09909-4

作家の真髄が光る 15 作品を独自に厳選。本邦初訳 4篇ほかすべて新訳。
自筆の挿絵 6点掲載。
イーヴリン・ウォー 著／高儀 進 訳 定価 2592 円（本体 2400 円）

好評
既刊



●

著者紹介　中国・山東
大学卒業。北京大学修
士課程修了。専攻は中
国語学、東方文学。北
京語言大学講師を経て
来日。東京大学他講師。

初級から中級へ！ 中国語の類義語攻略ドリル
「満足する」は“满意”か“满足”か、「広い」は“宽”か“大”
か“广”か。間違いやすい類義語の使い分けをばっちり
マスター！
10 月中旬刊  定価 2376 円（本体 2200 円）A5 判／ 208 頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08795-4

柴 森  著

日本語から訳すとき、もう間違えない！

著者紹介　金京子　韓
国・ソウル生まれ。大
谷大学ほか講師。梨花
女子大学大学院韓国学
科修士課程修了（韓国
語教育専攻）。神農朋子　
京都生まれ。同志社大
学ほか講師。延世大学
大学院、梨花女子大学
大学院留学（博士課程
単位取得満期退学）。

●『韓国語単語練習帳』の待望の中級編！

中級の 2880 語。名詞等は関連項目ごとにまとめ、動詞形
容詞は例文と共に活用の形。漢字語は対応関係をおさえ
て、効率よく語彙力アップ。
10 月上旬刊  定価 2808 円（本体 2600 円）四六判／ 374 頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08794-7

金 京子、神農朋子 著

中級韓国語単語練習帳
◎ ハン検 3 級準 2 級 TOPIK 中級

●会話＋文法。入門書の決定版がパワーアップ
A5判
CD 付

エスペラント語　安達信明 著 978-4-560-08796-1

文化や言語を橋渡しする国際共通語として誕生した「希望の言語」。誰にとっ
ても学びやすいエスペラント語で国際交流！
 164 頁／定価 3240 円（本体 3000 円）

ブラジルポルトガル語　香川正子 著 978-4-560-08797-8

ブラジルはもちろん、日本でも耳にする機会が増えているポルトガル語。発音
から会話・文法まで、この一冊で基本をしっかり学べます。
 2 色刷／ 159 頁／定価 2052 円（本体 1900 円）
＊書店様へ

「ニューエクスプレスプラス」は「ニューエクスプレス」の増補版です。新刊が入荷いたしまし
たら、旧版をご返品いただき入れ替えをお願いいたします。（返品の際には了解書が必要な
場合があります。小社営業・宣伝部まで FAX でお送りください。FAX 03-3291-8448）

10 月上旬
2 冊同時刊行
 分類・棚＝語学

韓国語単語練習帳　ハン検 5 級 4 級 TOPIK 初級 978-4-560-08749-7好評
既刊

金 京子、神農朋子 著 定価各 2484 円（本体 2300 円）

★



※搬入予定日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。

9 ／ 13	 『白水Uブックス 1133　台湾生まれ、日本語育ち』
9／ 18	 『プラハ、二〇世紀の首都　あるシュルレアリスム的な歴史』
	 『エクス・リブリス・クラシックス	マーティン・イーデン』
9／ 25	 『ヒトラーとドラッグ	第三帝国における薬物依存』
9／ 26	 『新訳ベケット戯曲全集 2　ハッピーデイズ　実験演劇集』『U&I』
10／ 9	 『中級韓国語単語練習帳	ハン検 3級準 2級 TOPIK 中級』『ニューエクスプレス	プラス　エスペ

ラント語《ＣＤ付》』『ニューエクスプレス	プラス　ブラジルポルトガル語《ＣＤ付》』

9 月中旬〜 10 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

著者紹介　トルストイ
の研究者、翻訳者とし
て知られる。著書に、
『ロシア・フォルマリ
ズム』（桑野隆・赤塚
若樹訳、白水社）他。

●
［文庫クセジュ1023］

社会主義リアリズム
どのように社会主義リアリズムが作りだされ、機能した
のか。文学や芸術の発展に及ぼした影響を考える。

10 月中旬刊  定価 1296 円（本体 1200 円）新書判／180 頁
分類・棚＝芸術� 978-4-560-51023-0

ミシェル・オクチュリエ 著／矢野 卓 訳

20 世紀ロシア・ソヴィエト文化の盛衰史

空から黒い灰が降り、ゴミと糞で溢れ、様々な奇怪な噂
が流れる幻の街の出来事を、黒い笑いと圧倒的な文体で
描いた世界文学の最前線。
10 月中旬刊  定価 1944 円（本体 1800 円）新書判／ 298 頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-07219-6

著者紹介　1953年、中
国湖南省長沙市生まれ。
1980年代に創作を開始。
その作品は、各国語に
翻訳され、世界的評価
を得ている。

残 雪 著／近藤直子 訳

［白水Uブックス219］

黄泥街

●「王
ワン

子
ツー

光
コアン

」とは何か。滅びの街の物語

ブッカー賞受賞作　日経、朝日、読売他、書評続々

奥のほそ道
リチャード・フラナガン 著／渡辺佐智江 訳

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……
発売中　定価 4104 円（本体 3800 円）四六判／454 頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09629-1

忽ち
３刷


