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11月

著者紹介　ケンブリッジ大学で近
代史欽定講座担任教授を務めた高
名なドイツ近現代史家。2012 年に
はナイトに叙された。

［第三帝国の歴史（全六巻）］

第三帝国の到来（上下）　
ビスマルク帝国から、第一次世界大戦、ヴァ
イマール共和国、ナチが権力の座に就く 1933
年まで、総合的に物語る通史の決定版。
11月下旬刊  各四六判　分類・棚＝現代史
（上）400頁+口絵 8頁　定価 4536 円（本体 4200 円）� 978-4-560-09664-2
（下）400頁 +口絵 8頁　定価 4536 円（本体 4200 円）� 978-4-560-09665-9

リチャード・Ｊ・エヴァンズ 著／大木 毅 監修／山本孝二 訳

［シリーズ近現代ヨーロッパ 200 年史全 4 巻］

地獄の淵から　◎ヨーロッパ史1914-1949� 978-4-560-09536-2

イアン・カーショー 著／三浦元博、竹田保孝 訳 定価 6696 円（本体 6200 円）

力の追求（上下）　◎ヨーロッパ史1815-1914�
リチャード・Ｊ・エヴァンズ 著／井出 匠、大内宏一、 小原 淳、前川陽祐、南 祐三 訳 

（上）定価 6048 円（本体 5600 円） 978-4-560-09630-7
（下）定価 6264 円（本体 5800 円） 978-4-560-09631-4

好評
既刊

分断された大陸　◎ヨーロッパ史1950- 現在� イアン・カーショー 著続刊

ベルリンに向かう列車、窓から殺人現場の見えるホテル、
ＳＭに魅せられた少女のいる人形店……華麗なる迷宮を
彷徨う〈私〉の５日間。
11月下旬刊  定価 3024 円（本体 2800 円）四六判／ 256 頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-09672-7

著者紹介　フランスの
小説家、映画監督。熱
帯病で帰国の船上で執
筆した『消しゴム』に
より、作家としてデビ
ュー。ヌーヴォー・ロ
マンの旗手として活躍
した。

アラン・ロブ＝グリエ 著／平岡篤頼 訳
反　復［新装版］

●没後10 年！　ヌーヴォー・ロマンの到達点



●

編著者紹介　1972年生
まれ。慶應義塾大学理
工学部准教授。専門は
フランス・イタリア現
代思想。訳書に『ジャ
ッ ク・ デ リ ダ 講 義 録　
死刑Ⅰ』（白水社）他。

著者紹介　1963 年、東
京生まれ。劇団「ナイ
ロン 100℃」主宰。第
43 回岸田國士戯曲賞
受賞。

●鈴木杏や緒川たまきら出演の KERA・MAP 最新作！

豪雪に見舞われし百年前の山荘に、今年も、六人のシス
ターが巡礼に訪れる─。美しき聖職者たちによるマジ
ックリアリズム・コメディ。
11月上旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／ 230 頁
分類・棚＝演劇� 978-4-560-�09421-1

ケラリーノ・サンドロヴィッチ 著
修道女たち�

デリダと死刑を考える

ソクラテスからオウム真理教まで！　哲学者デリダによ
る「死刑存廃論の脱構築」をもとに、死刑制度について
考えるためのハンドブック。
11月下旬刊  定価 3240 円（本体 3000 円）四六判／ 256 頁
分類・棚＝社会・哲学� 978-4-560-09671-0

高桑和巳 編著／鵜飼 哲、江島泰子、梅田孝太、
増田一夫、郷原佳以、石塚伸一 著

オウム事件など日本の死刑執行についても！

ジャック・デリダ講義録　死刑Ⅰ� 978-4-560-09803-5

残酷さ、血、例外、恩赦、主権……死刑をめぐる概念を、哲学的・文学的・
法的テクストから読みなおしてゆく。死刑存廃論の脱構築！
ジャック・デリダ 著／高桑和巳 訳 定価 8100 円（本体 7500 円）

好評
既刊

基礎から応用まで、学習者の疑問はこの一冊で解消。専
門の先生からも高い評価を受ける、日本で最も詳しいド
イツ語の文法書。索引付。
11月上旬刊  定価 4104 円（本体 3800 円）A5 判／ 349 頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08807-4

著者紹介　慶應義塾大
学名誉教授。

 中山 豊 著
中級ドイツ文法�［新装版］

●ドイツ語を極めたい人のために



●

著者紹介　国立音楽大
学・大学院講師、声楽
家。専門はオペラ作劇
法。元 NHK「まいに
ちイタリア語」講師。

著者紹介　国立音楽大
学・大学院講師、声楽
家。専門はオペラ作劇
法。元 NHK「まいに
ちイタリア語」講師。

●イタリア語世界を読み解くためのパスポート

イタリア語の世界を満喫するためのルールブック。手の
ひらサイズでいつでもどこでも文法の規則や仕組みを確
認できる便利な一冊。
11月中旬刊  定価 1836 円（本体 1700 円）B6 判／144 頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08802-9

森田 学 著
イタリア語のルール�◎ 基本文法総まとめ

イタリア語のドリル�◎ 基礎力養成問題集

イタリア語の仕組みを身につけるためのトレーニングブ
ック。手のひらサイズでいつでもどこでも基本を確認で
きる実践的な一冊。
11月中旬刊  定価 1836 円（本体 1700 円）B6 判／132 頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08801-2

森田 学 著

解いて発見、繰り返し確認

●会話＋文法。入門書の決定版がパワーアップ

A5判
CD 付

ペルシア語　浜畑祐子 著� 978-4-560- 08798-5

美しい響きをもつイランの公用語。文字はアラビア語そっくりでも、文の作り
方は日本語に似ています。基本からゆっくり学びましょう。
 161頁／定価 3564 円（本体 3300 円）

タイ語　水野 潔 著� 978-4-560-08799-2

魅力的な文字に美しい声調をもち、文法はシンプル。近年、ますます身近になっ
ているタイ語を、楽しくやさしく入門。
 2 色刷／ 162 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）

11月上旬
2 冊同時刊行
 分類・棚＝語学

★



※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。

10 ／ 11 『白水 U ブックス 219　黄泥街』『中級韓国語単語練習帳　ハン検 3 級準 2 級 TOPIK 中級』『文庫クセ
ジュ 1023　社会主義リアリズム』

10 ／ 16 『初級から中級へ！　中国語の類義語攻略ドリル』『英語原典で読む経済学史』
10 ／ 25 『エクス・リブリス　西欧の東』『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』

『イーヴリン・ウォー伝　人生再訪』『対訳　フランス語で読む「カルメン」《ＣＤ付》』
11 ／ 5 『白水 U ブックス 220　カフカの父親』
11 ／ 6 『ニューエクスプレス プラス　ペルシア語《ＣＤ付》』『ニューエクスプレス プラス　タイ語

《ＣＤ付》』『中級ドイツ文法［新装版］』

10 月中旬〜 11 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

2019 年 1 月 1 日にサリンジャー生誕 100 年を迎えます

ライ麦畑でつかまえて ［白水 U ブックス］

Ｊ・Ｄ・サリンジャー 著／野崎 孝 訳
発売中  定価 950 円（本体 880 円）
新書判／340頁　分類・棚＝海外小説 
978-4-560-07051-2

キャッチャー・イン・ザ・ライ 
Ｊ・Ｄ・サリンジャー 著／村上春樹 訳
発売中  定価 950 円（本体 880 円）
新書判／362頁　分類・棚＝海外小説
978-4-560-09000-8

関連映画
2本公開 !

18年10月公開 　『ライ麦畑で出会ったら』
19年1月公開　　『ライ麦畑の反逆児　ひとりぼっちのサリンジャー』

著者紹介　現在大阪大
学名誉教授、大手前大
学客員教授。主要著書
に『 イ メ ー ジ の 狩 人　
評伝ジュール・ルナー
ル』（臨川選書）他。

対訳�フランス語で読む「カルメン」
10 篇たらずの作品で「短篇の名手」と呼ばれたメリメ。
夏目漱石も手本とした傑作の秘密がどこにあるのか、対
訳で味わいませんか。
10 月下旬刊  定価 2484 円（本体 2300 円）四六判／143 頁
分類・棚＝語学� 978-4-560-08800-5

柏木隆雄 編著  《CD 付》

漱石、芥川、太宰もまねた、名オペラの原作 ●
10 月下旬刊　追加分は注文扱いになります

●

著者紹介　イタリア中
部の名家に生まれる。
ロシア文学を学び、奇
想や言語実験、超現実
的手法を駆使した作品
で高い評価を得る。

［白水 U ブックス 220］

カフカの父親
ゴーゴリの妻はゴム人形、カフカの父親は蜘蛛だった !?
途方もない奇想を独特の論理と言語で描く現代イタリア
の異色作家の傑作集。
11月上旬刊  定価 1836 円（本体 1700 円）新書判／ 274 頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-07220-2

トンマーゾ・ランドルフィ 著／米川良夫、竹山博英、和田忠彦、柱本元彦 訳

現実と超現実が反転する不思議な物語世界


