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● 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。
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著者名／書名 価格／分類・棚／刊行日／ ISBN 内容 注文数
１　

★

５

６

９ 定価 1836 円（本体 1700 円）
B6 判／132頁
分類・棚＝語学
11 月中旬刊  978-4-560-08801-2

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。

10

11

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。
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。

定価 1836 円（本体 1700 円）
B6 判／144頁
分類・棚＝語学
11 月中旬刊  978-4-560-08802-9
定価 1836 円（本体 1700 円）
新書判／274頁
分類・棚＝海外小説
11 月上旬刊  978-4-560-07220-2

森田 学 著
イタリア語のルール
◎ 基本文法総まとめ

トンマーゾ・ランドルフィ 著／米川良夫 他訳
［白水 U ブックス 220］
カフカの父親

貴店名・番線

注 

文 

書

森田 学 著
イタリア語のドリル
◎ 基礎力養成問題集

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。

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。

定価 2052 円（本体 1900 円）
2 色刷／A5 判／162頁
分類・棚＝語学
11 月上旬刊  978-4-560-08799-2

定価 3564 円（本体 3300 円）
A5 判／161頁
分類・棚＝語学
11 月上旬刊  978-4-560-08798-5

水野 潔 著
ニューエクスプレス プレス タイ語

《CD 付》

浜畑祐子 著
ニューエクスプレス プレス ペルシア語

《CD 付》
８　
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２　

★

７　

★

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。

定価 4104 円（本体 3800 円）
A5 判／349頁
分類・棚＝語学
11 月上旬刊  978-4-560-08807-4

中山 豊 著
中級ドイツ文法 ［新装版］

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。

定価 2592 円（本体 2400 円）
四六判／230頁
分類・棚＝演劇
11 月上旬刊  978-4-560- 09421-1

ケラリーノ・サンドロヴィッチ 著
修道女たち

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。

定価 3240 円（本体 3000 円）
四六判／256頁
分類・棚＝社会・哲学
11 月下旬刊  978-4-560-09671-0

４　 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
デリダと死刑を考える

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。

定価 3024 円（本体 2800 円）
四六判／256頁
分類・棚＝海外小説
11 月下旬刊  978-4-560-09672-7

アラン・ロブ＝グリエ 著／平岡篤頼 訳
反　復［新装版］ 

書名 編著者名 定価（本体） 978-4-560- 注文数
　好評既刊
地獄の淵から　◎ヨーロッパ史 1914-1949 カーショー 6696 円（6200 円） 09536-2

力の追求（上）　◎ヨーロッパ史 1815-1914 エヴァンズ 6048 円（5600 円） 09630-7

力の追求（下）　◎ヨーロッパ史 1815-1914 エヴァンズ 6264 円（5800 円） 09631-4

ジャック・デリダ講義録　死刑Ⅰ デリダ 8100 円（7500 円） 09803-5

対訳 フランス語で読む「カルメン」《CD付》柏木隆雄 2484 円（2300 円） 08800-5

ライ麦畑でつかまえて ［白水Uブックス］ サリンジャー 950 円（880 円） 07051-2

キャッチャー・イン・ザ・ライ サリンジャー 950 円（880 円） 09000-8

３　

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。

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。

定価 4536 円（本体 4200 円）
四六判／400頁 +口絵 8頁
分類・棚＝現代史
11 月下旬刊  978-4-560-09664-2

定価 4536 円（本体 4200 円）
四六判／400頁 +口絵 8頁
分類・棚＝現代史
11 月下旬刊  978-4-560-09664-2

リチャード・E・エヴァンズ 著／
大木 毅 監修／山本孝二 訳
第三帝国の到来（下）　 

リチャード・Ｊ・エヴァンズ 著／
大木 毅 監修／山本孝二 訳
第三帝国の到来（上）
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