
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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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。

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 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。

定価 1944 円（本体 1800 円）
新書判／298頁
分類・棚＝海外小説
10 月中旬刊  978-4-560-07219-6

残 雪 著／近藤直子 訳
［白水Uブックス 219］
黄泥街
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定価 2376 円（本体 2200 円）
A5 判／208頁
分類・棚＝語学
10 月中旬刊  978-4-560-08795-4

「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！

柴 森 著
初級から中級へ！ 
中国語の類義語攻略ドリル

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。

定価 2808 円（本体 2600 円）
四六判／374頁
分類・棚＝語学
10 月上旬刊  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

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。

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！

定価円（本体円）
2 色刷／A5 判／159頁
分類・棚＝語学
10 月上旬刊  978-4-560-08797-8

定価 3240 円（本体 3000 円）
A5 判／164頁
分類・棚＝語学
10 月上旬刊  978-4-560-08796-1

香川正子 著
ニューエクスプレス プレス 
ブラジルポルトガル語《CD 付》

安達信明 著
ニューエクスプレス プレス エスペラント語

《CD 付》

定価 9186 円（本体 8500 円）
四六判／580頁＋口絵 24頁
分類・棚＝海外文学
10 月下旬刊  978-4-560-09660-4

フィリップ・イード 著／高儀 進 訳
イーヴリン・ウォー伝
◎ 人生再考
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４ 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。

定価 4968 円（本体 4600 円）
四六判／380頁
分類・棚＝言語・歴史
10 月下旬刊  978-4-560-09659-8

C・アジェージュ 著／糟谷啓介、佐野直子 訳
共通語の世界史
◎ 統合されていく言語を守るために

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。

定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／200頁
分類・棚＝哲学・思想
10 月下旬刊  978-4-560-09654-3

スティーブン・E・ブロナー 著／小田 透 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 

定価 3024 円（本体 2800 円）
四六判／288頁
分類・棚＝海外小説
10 月中旬刊  978-4-560-09271-2

書名 編著者名 定価（本体） 978-4-560- 注文数
　好評既刊
ケインズを読み直す ◎入門 現代経済思想 根井雅弘 2376 円（2200 円） 09557-7

ガルブレイス　◎異端派経済学者の肖像 根井雅弘 2160 円（2000 円） 09512-6

イーヴリン・ウォー傑作短篇集 ウォー 2592 円（2400 円） 09909-4

スクープ ウォー 2592 円（2400 円） 09907-0

韓国語単語練習帳◎ハン検 5 級 4 級 TOPIK 初級 金 京子、神農朋子 2484 円（2300 円） 08749-7

奥のほそ道 フラナガン 4104 円（3800 円） 09629-1

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 

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！

定価 2160 円（本体 2000 円）
四六判／256頁
分類・棚＝経済
10 月中旬刊  978-4-560-09656-7

根井雅弘 著
英語原典で読む経済学史

10 月新刊委託指定書　　No.365

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。

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

ミシェル・オクチュリエ 著／矢野 卓 訳
［文庫クセジュ1023］
社会主義リアリズム
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