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編訳者紹介　
呉佩珍　国立政治大学
台湾文学研究所准教授。
白水紀子　1953年生ま
れ。横浜国立大学大学
院都市イノベーション
研究院教授。
山口守　1 9 5 3年生ま
れ。日本大学文理学部
教授。

台湾作家が旅した日本
甘耀明、呉明益、王聡威ら気鋭の台湾作家 18 名は日本に
何を見たのか。日本文化への考察から東日本大震災の体
験まで。東山彰良氏推薦！
12 月下旬刊  定価 2052 円（本体 1900 円）四六判／176 頁
分類・棚＝海外エッセイ� 978-4-560-09668-0

呉 佩珍、白水紀子、山口 守 編訳

台湾作家 18 名の日本紀行

編者紹介　
待鳥聡史　京都大学大
学院法学研究科教授。
宇野重規　東京大学社
会科学研究所教授。

コモンズ研究序説
◎ ネットワークと絆の公共圏

1990 年代流行った「公共性」論を振り返り、2020 年代以
降における「公私」概念を〈コモンズ〉から展望した実
験的論集。
12 月中旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／ 250 頁
分類・棚＝社会� 978-4-560-09661-1

待鳥聡史、宇野重規、コモンズ研究会 編

現代コモンズ考
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［白水Ｕブックス1133］

台湾生まれ 日本語育ち 978-4-560-72133-9
好評
既刊

温又柔 著� 定価 1512 円（本体 1400 円）

社会統合と宗教的なもの 978-4-560-08149-5

◎ 十九世紀フランスの経験
好評
既刊

宇野重規、髙山裕二、伊達聖伸 編著� 定価 2808 円（本体 2600 円）

共和国か宗教か、それとも 978-4-560-08480-9

◎ 十九世紀フランスの光と闇
好評
既刊

宇野重規、伊達聖伸、髙山裕二 編著� 定価 2484 円（本体 2300 円）

★



●

著者紹介　アメリカ、
クレムゾン大学教授。
古代マケドニア女性史
研究の第一人者。
訳者紹介　1956年、生
まれ。帝京大学文学部
教授。専門は古代ギリ
シア・マケドニア史。
著書に『アレクサンド
ロスの征服と神話』（講
談社学術文庫）他多数。

著者紹介　1970年生ま
れ、ロンドン在住の著
述家。

●

アルシノエ二世
◎ ヘレニズム世界の王族女性と結婚

プトレマイオス王朝初期、一夫多妻から兄弟姉妹婚への
時代を生き抜いた「クレオパトラの先駆者」アルシノエ
二世の壮絶な生涯を追う。
12 月中旬刊  定価 4752 円（本体 4400 円）四六判／ 300 頁
分類・棚＝西洋史� 978-4-560-09667-3

エリザベス・ドネリー・カーニー 著／森谷公俊 訳

王族女性の苦難と栄光を体現した生涯

蛮行のヨーロッパ
◎ 第二次世界大戦直後の暴力

欧州で荒れ狂った夥しい残虐行為―復讐、民族浄化、
内戦などを包括的に論じ、戦後の闇に光を当てる現代史。
イアン・カーショー推薦！
12 月下旬刊  定価7992円（本体 7400 円）四六判／ 634 頁 +
口絵16頁／分類・棚＝現代史� 978-4-560-09657-4

キース・ロウ 著／猪狩弘美、望 龍彦 訳

ヘッセル＝ティルトマン賞受賞作品

［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
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） 978-4-560-09536-2

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

●

★

編者紹介　三浦信孝　
中央大学名誉教授、日
仏会館副理事長。福井
憲彦　学習院大学名誉
教授、日仏会館理事長。

フランス革命と明治維新
革命とは何か？　日仏の世界的権威がフランス革命と明
治維新の新たな見方を示し、これからの革命のあり方を
展望する。
12 月中旬刊  定価 2592 円（本体 2400 円）四六判／ 200 頁
分類・棚＝歴史� 978-4-560-09666-6

三浦信孝、福井憲彦 編

世界的権威による革命論



著者紹介　1996年より
ドイツ在住。現在はチ
ューリッヒ大学スラヴ
学研究所特別研究員、
コンスタンツ大学講
師。

●

文化空間のなかのサーカス
◎ パフォーマンスとアトラクションの人類学

サーカスという現象は、ロシアや西欧の文化のなかでい
かに表象されてきたのか。博覧強記の著者による類まれ
なる「サーカスの文化史」。
12 月中旬刊  定価8640 円（本体 8000 円）A5 判／445 頁 +
口絵16頁／分類・棚＝文化史� 978-4-560-09663-5

オリガ・ブレニナ＝ペトロヴァ 著／桑野 隆 訳

水族館劇場主宰　桃山邑氏推薦！

●

A5判
CD 付

ラトヴィア語　堀口大樹 著 978-4-560-08804-3

民謡「ダイナ」が古くから歌い継がれ、「歌と踊りの祭典」では 3万人が合唱
する音楽大国。中世の街並みと森と湖の国へようこそ。
 171頁／定価 3672 円（本体 3400 円）

スワヒリ語　竹村景子 著 978-4-560-08805-0

ジャンボのあいさつで知られる東アフリカの共通語。ローマ字で書け、発音し
やすい言語です。1冊で文法の基礎までばっちり学べます。
 163 頁／定価 3564 円（本体 3300 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）

12 月上旬
2 冊同時刊行
 分類・棚＝語学

★

会話＋文法。入門書の決定版がパワーアップ

●
［文庫クセジュ1024］

双極性障害
ここ数十年の医学研究の知見や著者の豊富な臨床経験に
基づき、原因や症状、創造性との関連について概説。当
事者や家族の体験談も収録。
12 月中旬刊  定価 1296 円（本体 1200 円）新書判／160 頁
分類・棚＝心理� 978-4-560-51024-7

マルク・マソン 著／阿部又一郎、斎藤かおり 監訳

精神科医・秋山剛先生推薦！
著者紹介　精神科医、
シャトー・ドゥ・ガルシ
ュ病院医療コーディネ
ーター、及び精神医学
雑誌の編集に携わる。
訳者紹介　阿部又一郎　
伊敷病院勤務、東京医
科歯科大学、東洋大学
非常勤講師。斎藤かお
り　日本大学医学部板
橋病院精神神経科勤務。



※搬入予定日、広告予定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。

11 ／ 1� ブロック紙（3.1/8）新刊　　　
11／ 1� 毎日（5.1/2）新刊
11／ 18� NHK語学テキスト（フランス語、ドイツ語）（1/2 〜 1p）新刊・良好書
11／ 19� 河北（3.1/8）新刊
11／ 20� 京都（4.1/4）新刊

11／ 15�『反復［新装版］』
11／ 22�『イタリア語のドリル　基礎力養成問題集』『イタリア語のルール　基本文法総まとめ』
11／ 26�『共通語の世界史　ヨーロッパ諸言語をめぐる地政学』『デリダと死刑を考える』
11／ 27�『第三帝国の到来�（上下）』
12／ 6� 『ニューエクスプレスプラス　ラトヴィア語《ＣＤ付》』『ニューエクスプレスプラス　スワ

ヒリ語《ＣＤ付》』

11 月中旬〜 12 月上旬に出る本（日付は取次店搬入予定日）

11 月の広告予定

好評発売中！

［白水Uブックス219］

黄泥街  残 雪 著／近藤直子 訳

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。
発売中  定価 1944 円（本体 1800 円）新書判／ 300 頁
分類・棚＝海外小説� 978-4-560-07219-6

重版
出来！！

好評発売中！

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

スコット・カーニー 著／小林由香利 訳
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。
発売中  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� 978-4-560-09653-6


