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◆各書籍案内の右下に表示された数字は、ISBN（国際標準図書番
号）の商品コードです。国際共通コード、国別コード、出版社コード
は省略してあります。 ISBNコードとは、

商品コード
日本国（国別）コード

書籍専用国際共通コード

978-4-560-07051-2
白水社（出版社）コード

で構成され、各書籍の独自のコードとなります。つまり、表示され
ているコードの頭に978-4-560-を付けたものが、白水社の本の
ISBNコードです（例：P.5の『ライ麦畑でつかまえて』のISBNコード
は978-4-560-07051-2になります）。ご注文やお問い合わせの際
にご利用いただくと流通が早く確実になります。

※2007年1月からISBNコードが10桁から13桁に変更になりましたため、カタログ
　やホームページのISBNと本に記載されたISBNが異なる場合がありますが、流通
　上問題はありません。

◆ISBNコードの後ろに★印のある書籍は残部僅少です。万一品切れ
の節はご容赦ください。

◆この目録には白水社が2018年5月現在刊行している、《白水Uブッ
クス》《文庫クセジュ》の全出版物を掲載しました。それ以外の出版
物については、別に『白水社ブックカタログ』『白水社辞典・語学参
考書カタログ』をご用意しております。

◆この目録の価格は2018年5月現在のものです。重版にあたって表
示価格が変更になることがありますのでご了承ください。

◆この目録に表示されている「定価」は、8％税込価格です。（2018年5月現在）
◆電子書籍版がある出版物につきましては【電子書籍あり】、電子書

籍版のみの出版物には【電子書籍のみ】と表示しています。電子書
籍販売のネットストアでお求めください。



　「古典は口に苦い」。先輩や親や教師からどん
なに薦められても、文章は読みづらいし、物語
も当然のことながら今から見れば古くさい。そ
んなわけで、つい、最近出たミステリーや恋愛
小説に走ってしまう。
　でも、ここに、50年以上も前に出たのに、
読みにくいどころか実に生き生きとした快調な
テンポで語られ、洒落ていて、ユーモアもたっ
ぷり、しかも今の我々につよく訴えかけてくる、
大げさに言えば読んだ人間の一生の友になるよ
うな本がある。これまで『ライ麦畑でつかまえ
て』（野崎孝訳）というタイトルで長いあいだに日本でも二百万人に近い
読者に愛されてきたアメリカの青春小説だ。
　主人公のホールデンは有名高校の生徒で、作文だけは誰にも負けない
が、あとの学科はからきしダメな 16歳の少年。彼は自分の学校の先生た
ちや同級生や何もかもにうんざりしている。物語は彼が成績不良で退学
になる直前の冬、自分から学校をおん出るところから始まる。ニューヨー
クの街をさまよいながら彼は昔の先生や友人やガールフレンドに再会し
ていくが……
　さて 21世紀に入って、この『ライ麦畑でつかまえて』が、作家村上春
樹による新訳で新しい命を吹き込まれた。タイトルも原題どおり『キャッ
チャー・イン・ザ・ライ』。原作の圧倒的な魅力は以前と変わりはないが、
この本を愛してやまない村上春樹の斬新な翻訳は新たな読者を生み出し
ている。このペーパーバック版で、より多くの若者にこの素晴らしい「古
典」の魅力を知ってほしい。

362頁　定価950円（本体880円）　09000-8

不朽の青春文学を、村上春樹の新訳で

[ ペーパーバック・エディション ]

キャッチャー・イン・ザ・ライ
J.D.サリンジャー　村上春樹訳

[ ペーパーバック・エディション ]

キャッチャー・イン・ザ・ライ

●

●

●    ●    ●

The 
Catcher
in the Rye

— 2 — — 3 —



— 5 —

■海外小説・アメリカ■

白水uブックス

— 5 —

　 　 　 　 　 　

ライ麦畑でつかまえて	 U51

J.D. サリンジャー著　野崎 孝訳 （アメリカ）
おとなの儀礼的な処世術やまやかしに反撥し、1人彷徨を続ける少年の目に映じた
ものは何か？　病める高度文明社会への辛辣な批判を秘めて若い世代の共感を呼ぶ
永遠のベストセラー。 340頁　定価950円（本体880円）　07051-2

母なる夜	 U56

カート・ヴォネガット著　池澤夏樹訳 （アメリカ）
第 2次世界大戦中ナチス・ドイツの対米宣伝放送を行ない、一方でアメリカのスパ
イとして情報を送った男の平穏な戦後をゆるがす陰謀の渦。帰属先を失った現代人
の悲劇を巧妙に描く。 298頁　07056-7　品切

旅路の果て	 U62

ジョン・バース著　志村正雄訳 （アメリカ）
黒い笑いのこだまするキャンパスに繰り広げられる残酷な愛の物語。主人公ジェイ
コブ・ホーナーが巻き起こすスキャンダルの数々。彼が旅路の果てに見出したもの
は何だったのか？ 318頁　定価1026円（本体950円）　07062-8

鍵のかかった部屋	 U98

ポール・オースター著　柴田元幸訳 （アメリカ）
失踪した友の足跡を追ううちに自己を見失っていく「僕」。絶妙のストーリー・テリ
ングで、現実と虚構、自己と他者の境界の不分明を描く、今もっとも人気の高いア
メリカ作家の傑作。 232頁　定価1134円（本体1050円）　07098-7

最後の物たちの国で	 U131

ポール・オースター著　柴田元幸訳 （アメリカ）
人々が住む場所を失い、食物を求めてさまよう悪夢のような国─鬼才オースター
が極限状況下の人間の愛と死を描く 20世紀の寓話。
 228頁　定価1080円（本体1000円）　07131-1　★
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マーティン・ドレスラーの夢【ピュリッツァー賞受賞】	 U171

スティーヴン・ミルハウザー著　柴田元幸訳 （アメリカ）
二十世紀初頭のニューヨーク、想像力を武器に成功の階段を昇る若者の究極の夢は、
それ自体がひとつの街であるような大規模ホテルの建設だった。ピュリッツァー賞
受賞の傑作長編小説。 324頁　定価1404円（本体1300円）　07171-7　★

ナイフ投げ師	 U179

スティーヴン・ミルハウザー著　柴田元幸訳 （アメリカ）
自動人形、空飛ぶ絨毯、百貨店、伝説の遊園地……ようこそ《ミルハウザーの世界》
へ。飛翔する想像力と精緻な文章で紡ぎだす、魔法のような 12の短篇。語りの凄み、
ここに極まる。 308頁　07179-3　品切

豚の死なない日〔1997年青少年読書感想文全国コンクール課題図書〕	 U132

ロバート・ニュートン・ペック著　金原瑞人訳 （アメリカ／ヤングアダルト）
子どもから大人まで、全米が感動した大ロングセラー、待望の Uブックス化。ヴァー
モントの貧しい農場の少年ロバートを主人公に、自然と共に生きる人々の喜びと悲
しみを描く傑作。  174頁　定価972円（本体900円）　07132-8

続・豚の死なない日〔1997年青少年読書感想文全国コンクール課題図書〕	 U133

ロバート・ニュートン・ペック著　金原瑞人訳 （アメリカ／ヤングアダルト）
家族のきずな、生きることの喜びと悲しみを心あたたまる筆致で描いて静かな感動
を呼んだ名作の続編。父の死にめげず、家族をささえて健気に働くロバートにまた
も試練が……。  188頁　定価864円（本体800円）　07133-5

シカゴ育ち	 U143

スチュアート・ダイベック著　柴田元幸訳 （アメリカ）
7つの短篇と 7つの掌篇が織りなす美しく力強い小説世界。シカゴに生まれ育った
ダイベックは、ユーモアと愛惜をこめてこの古い湖岸の街の人間模様を描き出す。
 224頁　定価1134円（本体1050円）　07143-4

イルカの歌【1997年度全米図書館協会ベストブック】	 U147

カレン・ヘス著　金原瑞人訳 （アメリカ／ヤングアダルト）
イルカに育てられた野生の少女が人間の世界で、言葉を学び音楽を作る喜びを知っ
た。だが人間は少女を閉じこめ、研究材料にした。少女は傷つき、海を恋い求める。
少女の魂の叫びを描く感動の物語。 204頁　定価972円（本体900円）　07147-2

黒い時計の旅	 U150

スティーヴ・エリクソン著　柴田元幸訳 （アメリカ）
仮にドイツが第 2次世界大戦に敗けず、ヒトラーがいまだ死んでいなかったら……。
強烈な幻視力によって「もうひとつの 20世紀」を夢想した、現代アメリカ実力派作
家による最良の小説。 405頁　定価1620円（本体1500円）　07150-2
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食べ放題	 U100

ロビン・ヘムリー著　小川高義訳 （アメリカ）
別れた女房の家の裏庭に穴を掘る男、教会のパンケーキ食べ放題パーティにハマっ
てしまうパパ、高架鉄道の車内で「芸術」を演じる車掌……短篇の若き達人が贈る
オフ・ビートな笑い。 240頁　定価975円（本体903円）　07100-7

これいただくわ	 U107

ポール・ラドニック著　小川高義訳 （アメリカ）
ニューヨークのブルーミングデイルからメイン州の L・L・ビーンまで、超高等買物
術を駆使したエスカー 3姉妹の一大ショッピング旅行。世界初、抱腹絶倒のポスト・
モダン「買物小説」。 374頁　定価1274円（本体1180円）　07107-6　★

あそぶが勝ちよ	 U109

ポール・ラドニック著　松岡和子訳 （アメリカ）
マンハッタン最先端のナイトスポット、素敵なクラブ・ドゥを舞台に繰り広げる奇
天烈な大騒動。シャンペンみたいにギャグがあふれる、『これいただくわ』の著者の
過激なデビュー作。 274頁　定価1027円（本体951円）　07109-0

もしもし	 U118

ニコルソン・ベイカー著　岸本佐知子訳 （アメリカ）
遠く離れた互いに見も知らぬ 2人の男女が電話を通して語り合うセックス・ゲーム。
妄想が妄想を生み、エロチックなイメージが果てしなく広がって行く。Hで愉快な
電話小説。 186頁　定価1026円（本体950円）　07118-2　★

中二階	 U122

ニコルソン・ベイカー著　岸本佐知子訳 （アメリカ）
中二階のオフィスへ戻る途中のサラリーマンがめぐらすとても愉快で恐ろしく細か
い考察。靴紐はなぜ左右同時に切れるのか。なぜミシン目を発明した人を讃える記
念日がないのか等々。 198頁　定価1026円（本体950円）　07122-9

ノリーのおわらない物語	 U172

ニコルソン・ベイカー著　岸本佐知子訳 （アメリカ／ヤングアダルト）
可愛くて、お話を作るのが大好きなアメリカの少女がイギリスの小学校に転校して
大活躍！　 『中二階』『もしもし』の作家が自分の娘をモデルに、生き生きと描く子
どもの世界。 306頁　定価1404円（本体1300円）　07172-4

イン・ザ・ペニー・アーケード	 U123

スティーヴン・ミルハウザー著　柴田元幸訳 （アメリカ）
遊園地のペニー・アーケードの夢のような空間、精巧極まりないからくり人形、大
雪あとの町に現れた驚くほどリアルな種々の雪人形……イメージの魔術師ミルハウ
ザーの巧緻な短篇集。 258頁　定価1296円（本体1200円）　07123-6
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天使も踏むを恐れるところ	 U117

E.M. フォースター著　中野康司訳 （イギリス）
保守的な空気の中で生活を送るイギリス中流階級の人間たちと、陽光眩しいイタリ
アの地で生きる喜びを満喫する男たち。2つの価値観のぶつかりあいから生じる悲
喜劇を、ユーモア溢れる筆致で描く。 238頁　定価1048円（本体970円）　07117-5

真珠の耳飾りの少女	 U146

トレイシー・シュヴァリエ著　木下哲夫訳 （イギリス）
画家フェルメールに淡い思いを寄せ、名画のモデルになった少女フリートの運命は？
17世紀オランダ・デルフトを舞台に、神秘に包まれた巨匠の光と影に迫る、ベスト
セラー恋愛小説。映画化原作。 278頁　定価1026円（本体950円）　07146-5

貴婦人と一角獣	 U181

トレイシー・シュヴァリエ著　木下哲夫訳 （イギリス）
名宝タピスリーに秘められた、禁断の愛の物語。絵師ニコラ、貴婦人の娘クロード、織
師の娘アリエノールらが織りなす、美と官能の極み。『真珠の耳飾りの少女』の作家に
よる長編小説。 340頁＋三つ折カラー口絵1頁　定価1404円（本体1300円）　07181-6　★

死んでいる【2000年度全米批評家協会賞受賞】	 U148

ジム・クレイス著　渡辺佐智江訳 （イギリス）
「死の本質に近いものをこの小説はとらえ得たのではないか」（川上弘美、『朝日新聞』
書評）動物学者の夫婦が砂丘で撲殺された。死体に生き物が群がり、肉を貪る……。
全米批評家協会賞受賞の問題作！ 258頁　定価1026円（本体950円）　07148-9

灯台守の話	 U175

ジャネット・ウィンターソン著　岸本佐知子訳 （イギリス）
孤児となった少女シルバーは、不思議な盲目の灯台守ピューにひきとられる。夜毎
ピューが語る、ダーク牧師の数奇な人生の物語に導かれ、やがてシルバーは真実の
愛を求めて独り旅立つ― 260頁　定価1404円（本体1300円）　07175-5
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家なき鳥	 U160

グロリア・ウィーラン著　代田亜香子訳 （アメリカ／ヤングアダルト）
インドの貧しい家の娘コリーは 13歳でお嫁に行くが、義母は彼女をこき使い、つい
には〈未亡人町〉に捨て去る……そんな逆境を、明るくけなげに生きぬく少女の姿
を描いた感動作。 177頁　定価918円（本体850円）　07160-1

セックスの哀しみ	 U173

バリー・ユアグロー著　柴田元幸訳 （アメリカ）
女性器が逃げ出して町をパニックに陥れたり、キスすると恋人の体から花が次々に
咲きだしたり……。愛と性をめぐる、おかしくて、せつなくて、奇想天外な 90の超
短篇があなたの度肝を抜く。 296頁　定価1404円（本体1300円）　07173-1

ほとんど記憶のない女	 U174

リディア・デイヴィス著　岸本佐知子訳 （アメリカ）
「とても鋭い知性の持ち主だが、ほとんど記憶のない女がいた」わずか数行の超短篇
から私小説・旅行記まで、「アメリカ小説界の静かな巨人」による知的で奇妙な 51
の傑作短篇集。 210頁　定価1296円（本体1200円）　07174-8

ユニヴァーサル野球協会	 U189

ロバート・クーヴァー著　越川芳明訳 （アメリカ）
中年会計士ヘンリーの頭の中で繰り広げられる熱戦、ゲーム展開を決めるのはサイコロ
と各種一覧表だ。新人投手を悲劇が襲った時、虚構世界が現実を侵し始める。ポストモ
ダン小説の名作。［海外小説  永遠の本棚］ 374頁　定価1728円（本体1600円）　07189-2

カッコーの巣の上で	 U192

ケン・キージー著　岩元 巌訳 （アメリカ）
刑務所の農場労働を逃れて精神病院にやってきたマックマーフィは、非人間的な管理体
制で患者を支配する婦長に抗い、精神の自由を賭けた戦いを挑んでいく。不屈の反逆者
を描いた名作。［海外小説  永遠の本棚］ 518頁　07192-2　品切

彼らは廃馬を撃つ	 U200　【電子書籍あり】
ホレス・マッコイ著　常盤新平訳 （アメリカ）
大恐慌時代のハリウッド。食いつめた男女が最後のチャンスを求めてマラソン・ダンス
大会に参加する。切迫した状況下の若者たちの焦燥と絶望を巧みな構成で描いたアメリ
カ小説の傑作。［海外小説  永遠の本棚］ 188頁　定価1080円（本体1000円）　07200-4

マンゴー通り、ときどきさよなら	 U218

サンドラ・シスネロス著　くぼたのぞみ訳 （アメリカ）
移民が集まる街に引っ越してきたエスペランサ。自由と夢を追い求める街の人々の悲
喜劇を少女の瑞々しい感性で描いた名作。解説・温又柔。金原瑞人氏推薦！
 192頁　定価1404円（本体1300円）　07218-9
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平和の玩具	 U214

サキ著　和爾桃子訳 （イギリス）
「平和の玩具」「セルノグラツの狼」他、奇想と残酷なユーモアの作家サキの没後に
編集された短篇集を完訳。挿絵エドワード・ゴーリー。

［海外小説  永遠の本棚］ 324頁　定価1728円（本体1600円）　07214-1

四角い卵	 U216

サキ著　和爾桃子訳 （イギリス）
短篇集『ロシアのレジナルド』『四角い卵』に、その後発掘された短篇を追加収録。
新訳サキ短篇集第四弾。挿絵エドワード・ゴーリー。

［海外小説  永遠の本棚］ 318頁　定価1620円（本体1500円）　07216-5

死を忘れるな	 U202

ミュリエル・スパーク著　永川玲二訳 （イギリス）
「死ぬ運命を忘れるな」という謎の電話が老人たちの間に引き起こす波紋と様々な人
間模様をユーモアを交え描いたイギリス小説の傑作。

［海外小説  永遠の本棚］ 332頁　定価1836円（本体1700円）　07202-8

ミス・ブロウディの青春	 U203

ミュリエル・スパーク著　岡 照雄訳 （イギリス）
女子学園の教師ミス・ブロウディはお気に入りの生徒を集め、圧倒的な個性と情熱
で少女達を導き、一流になるための教育を授けるが……

［海外小説  永遠の本棚］ 204頁　定価1404円（本体1300円）　07203-5

ケイレブ・ウィリアムズ	 U206

ウィリアム・ゴドウィン著　岡 照雄訳 （イギリス）
慈悲深い主人には暗く恐ろしい秘密があった。社会の矛盾と不正義、追う者と追わ
れる者の闘争を凄まじい緊迫感で描いたゴシック小説。

［海外小説  永遠の本棚］ 444頁　定価1944円（本体1800円）　07206-6
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オレンジだけが果物じゃない	 U176

ジャネット・ウィンターソン著　岸本佐知子訳 （イギリス）
格闘技を観るのが好きな父と格闘するのが好きな母から〈特殊な〉英才教育を受け
て育ったジャネット。ある女性に恋したために彼女の受難が始まる。奇想とアイロ
ニーに満ちた半自伝的小説。 296頁　定価1512円（本体1400円）　07176-2

交換教授	─二つのキャンパスの物語（改訳）	 U185

デイヴィッド・ロッジ著　高儀 進訳 （イギリス）
大学紛争さなかの 1969年、英米二人の大学教師が互いにポストを取り換え、なんと
妻をも「交換」してしまう !?　コミック・ノヴェルの最高傑作を、待望の改訳一巻
本で贈る。 400頁　定価1728円（本体1600円）　07185-4

エドウィン・ドルードの謎	 U191　【電子書籍あり】
チャールズ・ディケンズ著　小池 滋訳 （イギリス）
クリスマスの朝、忽然と姿を消したエドウィン・ドルード。彼と反目していた青年に殺人
の嫌疑がかかるが、背後にはある人物の暗い影が……。作者の急死により中絶した文豪
最後の傑作。［海外小説  永遠の本棚］ 482頁　定価1836円（本体1700円）　07191-5　★

ウッツ男爵	─ある蒐集家の物語	 U193

ブルース・チャトウィン著　池内 紀訳 （イギリス）
冷戦下のプラハ、マイセン磁器の蒐集家ウッツはあらゆる手を使ってコレクションを守
り続ける。蒐集家の生涯をチェコの現代史と重ね合わせながら、蒐集という奇妙な情熱
を描いた傑作。［海外小説  永遠の本棚］ 222頁　定価1512円（本体1400円）　07193-9

ピンフォールドの試練	 U196

イーヴリン・ウォー著　吉田健一訳 （イギリス）
転地療養の船旅に出た作家ピンフォールドは、出所不明の騒々しい音楽や怪しげな会話に悩ま
される。次々に攻撃や悪戯を仕掛ける幻の声と対峙する小説家の苦闘を描く異色ユーモア小説。
ウォー晩年の傑作。［海外小説  永遠の本棚］ 254頁　定価1404円（本体1300円）　07196-0

クローヴィス物語	 U199

サキ著　和爾桃子訳 （イギリス）
皮肉屋で悪戯好きの青年クローヴィスが引き起こす騒動の数々。辛辣なユーモアと
意外性に満ちた “短篇の名手”サキの代表的作品集を初の完訳。エドワード・ゴーリー
の挿絵を収録。［海外小説  永遠の本棚］ 272頁　定価1404円（本体1300円）　07199-1

けだものと超けだもの	 U204

サキ著　和爾桃子訳 （イギリス）
名作「開けっぱなしの窓」「お話上手」他、軽妙な話術とウィットが冴えわたるサキ
の名短篇集を初の全訳。挿絵エドワード・ゴーリー。

［海外小説  永遠の本棚］ 298頁　定価1512円（本体1400円）　07204-2
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オートバイ	 U54

アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ著　生田耕作訳 （フランス）
夫を棄てて愛人の許へオートバイを駆り立てるレベッカ。彼女は破滅に向かって驀
進する。現代人の日常の奥に潜む狂気のエネルギーを詩的幻想に包んで作品化した、
マンディアルグの大衆小説第 1作。 214頁　定価1134円（本体1050円）　07054-3

東方綺譚	 U69

マルグリット・ユルスナール著　多田智満子訳 （フランス）
古典的な雅致のある文体で知られるユルスナールの一風変わったオリエント素材の
短篇集。『源氏物語』をはじめとして東方の物語を下敷きとして、自由自在に奔放な
想像力を駆使した珠玉の 9篇。 163頁　定価918円（本体850円）　07069-7

フランス幻想小説傑作集	 U71

窪田般彌、滝田文彦編 （フランス）
幻想文学は新たな世紀末に向かってますます関心を高めている。本書は、独自の魅
力ある潮流を形づくってきたフランス近代・現代の作品群から厳選して編んだ、戦
慄と魅惑の中短篇集。 290頁　定価1123円（本体1040円）　07071-0　★

人喰い鬼のお愉しみ	 U136

ダニエル・ペナック著　中条省平訳 （フランス）
マロセーヌの仕事はデパートの苦情処理係。ところがそのデパートで謎の連続爆破
事件が起こり、疑いの目を向けられた彼は捜査に乗り出すのだが……。ベストセラー
の傑作ユーモア・ミステリ。  296頁　定価1296円（本体1200円）　07136-6

片目のオオカミ	 U161

ダニエル・ペナック著　末松氷海子訳 （フランス／ヤングアダルト）
人間に傷つけられ、生きる気力も失っていた片目のオオカミは、限りなく優しい心
の少年によって再び生きる力を取り戻す。人間と動物との共生、未来への希望をこ
めた、愛と友情の物語。  172頁　定価918円（本体850円）　07161-8
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カモ少年と謎のペンフレンド	 U162

ダニエル・ペナック著　中井珠子訳 （フランス／ヤングアダルト）
英語嫌いのカモは、謎のイギリス人少女と文通を始め、やがて誰とも口をきかなく
なる。ぼくは真相究明にのりだし、驚くべき事実を発見する。フランスの少年少女
に大人気の愉快な物語。 156頁　定価918円（本体850円）　07162-5　★

踏みはずし	 U138

ミシェル・リオ著　堀江敏幸訳 （フランス）
財界の大物のスキャンダルをつかんだジャーナリストの前に暗殺者が現われ、ある
条件と引換えに妻と娘の写真を要求する。独特の静謐なスタイルでつづられる巧緻
極まりない小説世界。 156頁　定価950円（本体880円）　07138-0

編集室 （『夜の寓話』改題）	 U142

ロジェ・グルニエ著　須藤哲生訳 （フランス）
仕事が終わって大方の記者たちが引き揚げた夜明けの新聞社の編集室。1人の記者
がペンを走らせる……。短篇小説の名手が自らの記者体験をもとに描く、事件の陰
にひそむ様々な人間像。 222頁　定価1058円（本体980円）　07142-7　★

王妃に別れをつげて　【フェミナ賞受賞】	 U180

シャンタル・トマ著　飛幡祐規訳 （フランス）
1789年 7月 14日、優雅で豪奢な夢の世界は無惨にも崩れ始める―マリー・アン
トワネットの朗読係の目を通して描く、ヴェルサイユ運命の三日間。フェミナ賞受
賞小説。 298頁　定価1404円（本体1300円）　07180-9

おわりの雪	 U182

ユベール・マンガレリ著　田久保麻理訳 （フランス）
山間の町で、病床の父と、夜こっそり家を留守にする母と暮らす〈ぼく〉は、ある日、古
道具屋の鳥籠のトビに心を奪われる。季節のうつろいのなかで描かれる、生と死をめぐ
る美しい寓話。［巻末エッセイ］いしいしんじ 158頁　定価1026円（本体950円）　07182-3

ぼくのともだち	 U184　【電子書籍あり】
エマニュエル・ボーヴ著　渋谷 豊訳 （フランス）
「孤独がぼくを押し潰す。ともだちが欲しい。本当のともだちが！」職ナシ、家族ナ
シ、恋人ナシ。都会で孤立し無為に過ごす青年の、とびきり切なくとびきり笑える
ともだち探し。［解説］豊﨑由美 220頁　定価1080円（本体1000円）　07184-7

文盲	─アゴタ・クリストフ自伝	 U195

アゴタ・クリストフ著　堀 茂樹訳 （フランス）
世界的ベストセラー『悪童日記』の著者が初めて語る、壮絶なる半生。祖国ハンガリー
を逃れ難民となり、母語ではない「敵語」で書くことを強いられた、亡命作家の苦
悩と葛藤を描く。 112頁　定価1026円（本体950円）　07195-3
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ある青春	 U197

パトリック・モディアノ著　野村圭介訳 （フランス）
さようなら、シトロエン DS19！　パリのサン・ラザール駅で出会った恋人同士は、十代
最後の日々、夢を追いつつ「大人の事情」に転がされていたが……。ノーベル文学賞作
家による青春小説。［海外小説  永遠の本棚］ 244頁　定価1512円（本体1400円）　07197-7

ペンギンの島	 U217

アナトール・フランス著　近藤矩子訳 （フランス）
聖者の手違いから人間に変身したペンギンの国の年代記を通して、フランスの歴史を戯
画的に語り直したノーベル賞作家の埋もれた名作。

［海外小説  永遠の本棚］ 390頁　定価2052円（本体1900円）　07217-2
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インド夜想曲	 U99

アントニオ・タブッキ著　須賀敦子訳 （イタリア）
失踪した友人を探してインド各地を旅する主人公、彼の前に現われる幻想と瞑想の
世界─インドの深層にふれるミステリアスな内面の旅行記。イタリア文学の鬼才
が描く 12の夜の物語。 163頁　定価972円（本体900円）　07099-4

遠い水平線	 U115

アントニオ・タブッキ著　須賀敦子訳 （イタリア）
運びこまれた他殺死体の身元を探るうちにモルグの番人スピーノの身に起こる不可
思議な出来事。古い港町を舞台に繰り広げられる謎と哲学にみちたタブッキ的小説
世界。 158頁　定価1134円（本体1050円）　07115-1

逆さまゲーム	 U125

アントニオ・タブッキ著　須賀敦子訳 （イタリア）
現代イタリア文学の旗手アントニオ・タブッキが、見事に〈逆さまゲーム〉であり
ながら、頭脳的なゲームにおわることなく、ふかい人間的な感動をともなう世界を
ノスタルジックに描く。 236頁　定価1242円（本体1150円）　07125-0

レクイエム	 U130

アントニオ・タブッキ著　鈴木昭裕訳 （イタリア）
7月は灼熱の昼下がり、幻覚にも似た静寂な光のなか、ひとりの男がリスボンの街
を彷徨い歩く。交錯する生者と死者、現実と幻想の世界。
  182頁　定価1134円（本体1050円）　07130-4

供述によるとペレイラは……	 U134

アントニオ・タブッキ著　須賀敦子訳 （イタリア）
ファシズムの影が忍びよるポルトガル。リスボンの小新聞社の中年文芸主任が、ひ
と組の若い男女との出会いによって、思いもかけぬ運命の変転に見舞われる。タブッ
キの最高傑作といわれる小説。  194頁　定価1080円（本体1000円）　07134-2
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木のぼり男爵	 U211

イタロ・カルヴィーノ著　米川良夫訳 （イタリア）
男爵家の長子コジモは 12歳でカタツムリ料理を拒否して木に登り、以来、一生を樹
上で暮らすことに。奇想天外にして痛快無比な冒険。
 350頁　定価1944円（本体1800円）　07211-0
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ある家族の会話	 U120

ナタリア・ギンズブルグ著　須賀敦子訳 （イタリア）
イタリアを代表する女流作家の自伝的小説。舞台は北イタリア、迫りくるファシズ
ムの嵐にほんろうされながらも生きてゆく、心優しくも知的で自由な雰囲気にあふ
れたある家族の物語。 264頁　定価1080円（本体1000円）　07120-5

マンゾーニ家の人々（上）（下）	 U177・U178

ナタリア・ギンズブルグ著　須賀敦子訳 （イタリア）
家族という大河の流れのなかで繰りひろげられる貴族の日常生活を、厖大な書簡を通して
再構成し、イタリア統一の波乱の時代を生きた、文豪マンゾーニとその家族の生涯を描く。
 （上）268頁 定価1512円（本体1400円） 07177-9  ★　（下）332頁 定価1728円（本体1600円） 07178-6

戦場の一年	 U149

エミリオ・ルッス著　柴野 均訳 （イタリア）
第 1次大戦、オーストリア国境のイタリア軍。はてしない塹壕戦の中、無謀な作戦
にも使命感に燃え、戦闘に立ち向かう兵士たち。戦争の悲惨さをあますことなく描
いた戦争文学の傑作。 258頁　定価1026円（本体950円）　07149-6

絹	 U169

アレッサンドロ・バリッコ著　鈴木昭裕訳 （イタリア）
1861年、男は愛する妻と別れ、世界で最も美しい絹糸を吐く蚕を求めて、最果ての地、
日本へ旅立つ。そしてそこで美しい謎と出会う。映画「シルク」原作、待望の Uブッ
クス化。 170頁　定価1026円（本体950円）　07169-4

海の上のピアニスト	 U170

アレッサンドロ・バリッコ著　草皆伸子訳 （イタリア）
海の上で生まれ、一度も船を降りたことのなかった天才ピアニストの伝説。彼が弾
くのは、この世に存在したことのない音楽。「ニュー・シネマ・パラダイス」のトル
ナトーレ監督が映画化。 154頁　定価1026円（本体950円）　07170-0

冬の夜ひとりの旅人が	 U207

イタロ・カルヴィーノ著　脇 功訳 （イタリア）
書き出しだけで中断され続ける小説を追いかけて世界をめぐる〈男性読者〉と〈女
性読者〉の冒険。文学の魔術師による究極の読書小説。
 362頁　定価1944円（本体1800円）　07207-3

不在の騎士	 U210

イタロ・カルヴィーノ著　米川良夫訳 （イタリア）
勇猛果敢な騎士アジルールフォの甲冑の中は空っぽだった。騎士の資格を疑われて
証をたてる旅に出た〈不在の騎士〉の奇想天外な冒険譚。
 220頁　定価1620円（本体1500円）　07210-3
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カモメに飛ぶことを教えた猫〔1999年読書感想画中央コンクール指定図書〕	 U151

ルイス・セプルベダ著　河野万里子訳 （チリ／ヤングアダルト）
銀色のつばさのカモメ、ケンガーは死を前にして、これから産み落とそうとする卵
を黒猫のゾルバに託すことになる。しかし、その前に 3つの厳粛な誓いをゾルバに
たてさせるのだった。 174頁　定価864円（本体800円）　07151-9

ピサへの道		 七つのゴシック物語1	 U186

イサク・ディネセン著　横山貞子訳 （デンマーク）
大洪水の夜、崩れかけた農家に残された男女が数奇な身の上を語る「ノルデルナイの大
洪水」他、愛の奇蹟と運命の不思議に満ちた 4篇を収録。典雅な文体で綴られた珠玉の
物語集第 1巻。［海外小説  永遠の本棚］ 324頁　定価1512円（本体1400円）　07186-1

夢みる人びと		 七つのゴシック物語2	 U187

イサク・ディネセン著　横山貞子訳 （デンマーク）
売春宿の女、帽子作り、貞淑な聖女─重層する語りの中に浮かびあがる女の複数の生
を追う表題作ほか全 3篇。夢想と冒険、人生の神秘を描く最高の物語作家による不滅の
物語集第 2巻。［海外小説  永遠の本棚］ 318頁　定価1512円（本体1400円）　07187-8

第三の警官	 U188

フラン・オブライエン著　大澤正佳訳 （アイルランド）
出版資金ほしさに金持の老人を殺害した主人公は、いつしか三人の警官が管轄し自転車
人間の住む奇妙な世界に迷い込んでしまう。文学実験とアイルランド的奇想が結びつい
た奇跡の傑作。［海外小説  永遠の本棚］ 356頁　定価1728円（本体1600円）　07188-5

スウィム・トゥー・バーズにて	 U194　【電子書籍あり】
フラン・オブライエン著　大澤正佳訳 （アイルランド）
のらくら者の主人公が執筆中の小説の主人公もまた作家であり、彼が作中で創造した人
物たちはやがて作者の意思に逆らって勝手に動き始める。実験小説と奇想が交錯する豊
饒な文学空間。［海外小説  永遠の本棚］ 394頁　定価1836円（本体1700円）　07194-6

ゴーレム	 U190　【電子書籍あり】
グスタフ・マイリンク著　今村 孝訳 （オーストリア）
プラハのユダヤ人街に住むぼくは、謎の人物の訪問を受け、古い神秘書の修繕を依頼さ
れた日から、奇怪な事件の数々に巻き込まれていく。ゴーレム伝説に基づくドイツ幻想
文学の名作。［海外小説  永遠の本棚］ 430頁　07190-8　品切

裏面	─ある幻想的な物語	 U198　【電子書籍あり】
アルフレート・クビーン著　吉村博次、土肥美夫訳 （オーストリア）
大富豪パテラが中央アジアに建設した〈夢の国〉に招かれた画家夫妻は、奇妙な都に住
む奇妙な人々と出会う。やがて次々に街を襲う恐るべき災厄とグロテスクな終末の地獄
図。挿絵多数。［海外小説  永遠の本棚］ 382頁　定価1620円（本体1500円）　07198-4
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ブエノスアイレス事件	 U63

マヌエル・プイグ著　鼓 直訳 （アルゼンチン）
サディスティックなかたちでしか女性と交渉が持てない美術評論家とマゾ的な状況
の中でしかオルガスムスを得られない女流彫刻家との不毛の愛の物語。作者の名を
一躍高からしめた作品。 302頁　定価1026円（本体950円）　07063-5　★

天使の恥部	 U208

マヌエル・プイグ著　安藤哲行訳 （アルゼンチン）
ウィーン近郊の楽園の島で、極変動後の未来都市で、メキシコ市の病院で、時を超
えて繰り返される夢みる女たちの哀しい愛と運命の物語。

［海外小説  永遠の本棚］ 362頁　定価2052円（本体1900円）　72131-5

笑いの三千里	─朝鮮ユーモア文学傑作選	 U97

金学烈、高演義編 （朝鮮）
連作短篇「鳳伊金先達行状記」をはじめ、小説、ショートショート、コント、ドラマなど、
頓知や艶笑、政治風刺のきいた朝鮮独自のユーモア文学の傑作を編んだ初めてのア
ンソロジー。  339頁　定価1258円（本体1165円）　07097-0　★

不死の人	 U114

ホルヘ・ルイス・ボルヘス著　土岐恒二訳 （アルゼンチン）
ホメロスの叙事詩、ガウチョの古典的歌物語、『千夜一夜』の綺譚などを変容させ、
一種の迷宮物語の世界に織り上げたボルヘスの最高傑作。
 257頁　定価1296円（本体1200円）　07114-4

縛り首の丘	 U135

エッサ・デ・ケイロース著　彌永史郎訳 （ポルトガル）
罠とも知らず愛する女を救いに馬を駆る若き騎士。途中、刑場の丘のかたわらを通
りすぎるが、その時、縛り首の死体が彼に話しかける。「俺を連れていけ、何かの役
に立つはずだ」 182頁　定価950円（本体880円）　07135-9　★
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■海外小説・その他■

白水uブックス
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■海外戯曲■

白水uブックス
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かもめ	 U126

アントン・チェーホフ著　小田島雄志訳 （ロシア）
名声を夢見て有名作家のもとに身を寄せたニーナが、恋に破れ、愛児を失いながらも、
新進作家トレープレフとの再会の中で自己に目覚め、女優としての道を歩み始める
物語。 195頁　定価1026円（本体950円）　07126-7　★

ワーニャ伯父さん	 U127

アントン・チェーホフ著　小田島雄志訳 （ロシア）
自分の目で生活を見つめるようになった時、明日という日は特別の意味をもち始め
る。虚偽の才能に絶望するワーニャと、秘かな愛が一瞬に打ち壊されたソーニャが
心に言い聞かせる希望。 189頁　定価950円（本体880円）　07127-4

ゴドーを待ちながら	 U183

サミュエル・ベケット著　安堂信也、高橋康也訳 （フランス）
田舎道。一本の木。夕暮れ。エストラゴンとヴラジーミルという二人組のホームレ
スが、救済者・ゴドーを待ちながら、ひまつぶしに興じている―。不条理演劇の
代名詞にして最高傑作。 230頁　定価1296円（本体1200円）　07183-0

第三の魔弾	 U201　【電子書籍あり】
レオ・ペルッツ著　前川道介訳 （オーストリア）
16世紀のアステカ王国、コルテス率いる侵略軍に三発の弾丸で立ち向かう暴れ伯グ
ルムバッハ。騙し絵のように変転する幻想歴史小説。稀代の物語作家ペルッツの長
篇第一作。［海外小説  永遠の本棚］ 366頁　定価1728円（本体1600円）　07201-1

南十字星共和国	 U205　【電子書籍あり】
ワレリイ・ブリューソフ著　草鹿外吉訳 （ロシア）
南極大陸に建設された新国家の滅亡記。地下牢に繫がれた姫君……。ロシア象徴派
作家が描く終末の幻想、夢と現実、狂気と倒錯の物語集。

［海外小説  永遠の本棚］ 266頁　定価1620円（本体1500円）　07205-9

ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む	 U209

フリードリヒ・デュレンマット著　増本浩子訳 （スイス）
冴えない中年独身男の前に絶世の美女が現れ、彼の人生は一変する。突然の有名人
扱い、異例の大昇進……不可解な幸運の裏には何が？

［海外小説  永遠の本棚］ 230頁　定価1512円（本体1400円）　07209-7

ビリー・ザ・キッド全仕事	 U213

マイケル・オンダーチェ著　福間健二訳 （カナダ）
伝説的アウトローの愛と死と暴力に満ちた生涯を、詩、挿話、写真、インタビュー
などで再構成。斬新な手法で鮮烈な生の軌跡を描く。

［海外小説  永遠の本棚］ 216頁　定価1512円（本体1400円）　07213-4

劇場	 U215

ミハイル・ブルガーコフ著　水野忠夫訳 （ロシア）
独立劇場のために戯曲を執筆したマクスードフだが、様々な障害によって上演は先
延ばしに。劇場の複雑な機構に翻弄される作家の悲喜劇。

［海外小説  永遠の本棚］ 328頁　定価1944円（本体1800円）　07215-8



— 22 —

■シェイクスピア全集（全 37 冊）■

白水uブックス

— 23 —
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U18ウィンザーの陽気な女房たち	 182頁　定価918円（本体850円）　07018-5

U19ヘンリー五世	 228頁　定価1026円（本体950円）　07019-2

U20ジュリアス・シーザー	 196頁　定価864円（本体800円）　07020-8

U21お気に召すまま	 188頁　定価972円（本体900円）　07021-5

U22十二夜	 174頁　定価842円（本体780円）　07022-2

U23ハムレット	 258頁　定価1080円（本体1000円）　07023-9

U24トロイラスとクレシダ	 248頁　定価1080円（本体1000円）　07024-6

U25終わりよければすべてよし	 198頁　定価972円（本体900円）　07025-3

U26尺には尺を	 200頁　定価864円（本体800円）　07026-0

U27オセロー	 252頁　定価1080円（本体1000円）　07027-7

U28リア王	 246頁　定価1080円（本体1000円）　07028-4

U29マクベス	 188頁　定価972円（本体900円）　07029-1

U30アントニーとクレオパトラ	 266頁　定価972円（本体900円）　07030-7

U31コリオレーナス	 266頁　定価972円（本体900円）　07031-4

U32アテネのタイモン	 182頁　定価972円（本体900円）　07032-1

U33ペリクリーズ	 184頁　定価972円（本体900円）　07033-8

U34シンベリン	 248頁　定価1080円（本体1000円）　07034-5

U35冬物語	 226頁　定価1026円（本体950円）　07035-2

U36テンペスト	 172頁　定価918円（本体850円）　07036-9

U37ヘンリー八世	 242頁　定価972円（本体900円）　07037-6

■ U1 〜 37　全 37 冊セット	 定価35284円（本体32670円）　07299-8
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シェイクスピア全集（全37冊）� 【電子書籍あり】

小田島雄志訳 
ブックデザイン＝田中一光

カバーイラスト＝池田満寿夫
滑稽、悲哀、苦悩、歓喜、陶酔……。奇蹟としか言いようのない
深い洞察力によって人間のあらゆる感情を舞台の上に展開させた
シェイクスピアの全劇作を生きた日本語に移した名翻訳。

	

U1   ヘンリー六世　第一部	 202頁　定価864円（本体800円）　07001-7

U2   ヘンリー六世　第二部	 214頁　定価918円（本体850円）　07002-4

U3   ヘンリー六世　第三部	 214頁　定価918円（本体850円）　07003-1

U4   リチャード三世	 264頁　定価1080円（本体1000円）　07004-8

U5   間違いの喜劇	 140頁　定価842円（本体780円）　07005-5

U6   タイタス・アンドロニカス	 194頁　定価972円（本体900円）　07006-2

U7   じゃじゃ馬ならし	 194頁　定価972円（本体900円）　07007-9

U8   ヴェローナの二紳士	 166頁　定価842円（本体780円）　07008-6

U9   恋の骨折り損	 196頁　定価864円（本体800円）　07009-3

U10ロミオとジュリエット	 226頁　定価972円（本体900円）　07010-9

U11リチャード二世	 218頁　定価972円（本体900円）　07011-6

U12夏の夜の夢	 160頁　定価842円（本体780円）　07012-3

U13ジョン王	 200頁　定価864円（本体800円）　07013-0

U14ヴェニスの商人	 198頁　定価864円（本体800円）　07014-7

U15ヘンリー四世　第一部	 216頁　定価972円（本体900円）　07015-4

U16ヘンリー四世　第二部	 220頁　定価972円（本体900円）　07016-1

U17から騒ぎ	 172頁　定価918円（本体850円）　07017-8
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断食芸人	 U157

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
死を前にして喉頭結核のため絶食を強いられたカフカが、『断食芸人』の校正をせっ
せとこなす。なんとカフカ的なことか！　表題作のほか、『田舎医者』「新聞・雑誌
に発表のもの」を収録。 234頁　定価1188円（本体1100円）　07157-1

ノート1　万里の長城	 U158

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
カフカ・コレクションのノートは、カフカが残した手稿を、彼自身が書いたときの
姿に限りなく近い姿で忠実に再現してある。小説家カフカの秘密、未知の面白さを
発見することができる。 216頁　07158-8　品切

ノート2　掟の問題	 U159

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
カフカの手稿そのものをテキストとした、Uブックス、カフカ・コレクション全 8冊、
本書にて完結。池内紀の清新な個人訳で贈る、まったく新しいカフカの世界がここ
にある。 320頁　07159-5　品切

カフカ・コレクション（全8冊）
フランツ・カフカ著
池内 紀訳

（ドイツ）

長い間待たれていた、カフカの手稿そのものをテ
キストとした、新校訂版「カフカ・コレクション」。
池内紀の清新な個人訳で贈る、まったく新しいカ
フカ・ワールド。

	 　 　

変身	 U152

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
ある朝、目を覚ますとセールスマンのザムザは一匹の虫に変わっていた。なぜ虫に
変身したのか、作者は何ひとつ説明しない。ただひたすら、虫になった男とその家
族の日常を描いていく。 148 頁　定価810円（本体750円）　07152-6

失踪者	 U153

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
従来「アメリカ」という表題で知られていた作品が、構成・内容を改められ、全く
新しい姿で蘇る。主人公カール・ロスマン青年がアメリカ社会を遍歴したあげく、
大陸の一点で失踪する。  362頁　定価1404円（本体1300円）　07153-3

審判	 U154

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
銀行員ヨーゼフ・Ｋは、ある日、突然逮捕される。いかなる理由による逮捕なのか。
その理由をつきとめようとするが、彼にはわからない。不条理にみちた現代社会を
活写した世紀の傑作。 346頁　定価1404円（本体1300円）　07154-0

城	 U155

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
ある冬の夜ふけ、Kが村にやってくる。測量士として城から雇われたのだ。しかし
城からの呼び出しはない。この城という謎の存在を前にして、一見喜劇的ともいえ
る Kの日常がはじまる。 462頁　定価1620円（本体1500円）　07155-7

流刑地にて	 U156

フランツ・カフカ著　池内 紀訳
流刑の地で行なわれる処刑という奇妙な儀式。機械を用いての死刑執行のさなか、
囚人と執行者の立場が逆転……。表題作のほか、カフカの生前に発表された『判決』
『観察』『火夫』を収録。 186頁　定価1080円（本体1000円）　07156-4
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ペローの昔ばなし	 U163

シャルル・ペロー著　ギュスターヴ・ドレ挿画　今野一雄訳 （フランス）
「眠りの森の美女」「赤ずきん」「長ぐつをはいた猫」など、時代と国境を越えて読み
つがれるペローの昔ばなしを、ギュスターヴ・ドレの華麗にして精緻な版画を添え
ておくる決定版。 223頁　定価1080円（本体1000円）　07163-2　★

初版グリム童話集（全5巻）	 U164・U165・U166・U167・U168

グリム兄弟著　𠮷原高志、𠮷原素子訳 （ドイツ）　【電子書籍あり】

子殺し、近親相姦、大らかな性表現……。一般に流布している第七版では味わえな
い魅力に溢れる〈初版〉の全訳。あなたが読んだグリム童話と読み較べてみませんか。
Uブックス化に際しては、大きな活字を用いるなど、読みやすさを追求しました。

１　「ヘンゼルとグレーテル」「灰かぶり」「赤ずきん」など 28篇を収録。
 186頁　定価1026円（本体950円）　07164-9
２　「長靴をはいた牡猫」「いばら姫」「白雪姫」など 25篇を収録。
 194頁　定価1026円（本体950円）　07165-6
３　「ルンペルシュティルツヒェン」「青髭」「千匹皮」など 33篇を収録。
 194頁　定価972円（本体900円）　07166-3
４　「がちょう番の娘」「もの知り博士」「おいしいお粥」など 27篇を収録。
 242頁　定価1026円（本体950円）　07167-0
５　「踊ってすりきれた靴」「ジメリの山」「金の鍵」など 43篇を収録。
　　◎巻末に解説と全 156話の索引付 244頁　定価1026円（本体950円）　07168-7
■ U164 〜 168　全 5 巻セット 定価5076円（本体4700円）　07298-1
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チボー家の人々（全13巻）
マルタン・デュ・ガール著
山内義雄訳　店村新次解説

（フランス）

第 1次大戦前夜のフランスを舞台に良家に育った
2人の兄弟の運命を壮大なスケールで描く大河小
説。繊細な感受性を持つ弟ジャックの悲劇が時を
超えて万人の胸を打つ永遠のロングセラー。

	 　 　

U38　 1　灰色のノート	 204頁　定価918円（本体850円）　07038-3

U39　 2　少年園	 264頁　定価1026円（本体950円）　07039-0

U40　 3　美しい季節Ⅰ	 228頁　定価918円（本体850円）　07040-6

U41　 4　美しい季節Ⅱ	 228頁　定価918円（本体850円）　07041-3

U42　 5　診察	 162頁　定価778円（本体720円）　07042-0

U43　 6　ラ・ソレリーナ	 228頁　定価918円（本体850円）　07043-7

U44　 7　父の死	 274頁　定価1026円（本体950円）　07044-4

U45　 8　一九一四年夏	Ⅰ	 396頁　定価1048円（本体970円）　07045-1

U46　 9　一九一四年夏	Ⅱ	 336頁　定価1048円（本体970円）　07046-8

U47　10　一九一四年夏	Ⅲ	 300頁　定価1048円（本体970円）　07047-5

U48　11　一九一四年夏	Ⅳ	 338頁　定価1048円（本体970円）　07048-2

U49　12　エピローグ	Ⅰ	 338頁　定価1048円（本体970円）　07049-9

U50　13　エピローグ	Ⅱ	 256頁　定価950円（本体880円）　07050-5

■ U38 〜 50　全 13 巻セット	 定価12690円（本体11750円）　07300-1



— 28 —

■須賀敦子コレクション■

白水uブックス

— 29 —

■エッセイ・文学・紀行■

白水uブックス

— 29 —

　 　 　 　 　 　

生半可な學者【講談社エッセイ賞受賞】	 U1033

柴田元幸著 
「肉じゃがとステーキに見る日米文化の差異」「インドで犬に咬まれた私にインド人
医師が与えたアドバイスとは」等々、アメリカ小説の名翻訳家によるすこぶる愉快
な話が満載。 204頁　定価1026円（本体950円）　07333-9　★

ヒト、山に登る	 U1044

柏瀬祐之著
フランス革命でも産業革命でもなく、1786年のモンブラン初登頂こそがヨーロッパ
近代の幕開けであった─こんな挑発的命題を立証する表題作をはじめとする痛快
な登山エッセイ集。 187頁　定価950円（本体880円）　07344-5

ポケット・フェティッシュ	 U1045

松浦理英子著
女性の人格と女体とが切り離された、男性社会の虚妄な性のゲームを批判し、自由
な性の悦楽を増幅させ、これまでの通念を打ち破った、新しい性の感受性にあふれ
るもう 1つの欲望世界。 126頁　07345-2　品切

郊外へ	 U1047

堀江敏幸著
パリを一歩離れるといつも新しい発見があった。郊外を愛した写真家や作家に寄り
添いながら、ときに幸福な夢想に身をゆだね、ときに苦い思索にふける。芥川賞作
家鮮烈のデビュー作。 188頁　定価1026円（本体950円）　07347-6

素顔のフィレンツェ案内	 U1060

中嶋浩郎、中嶋しのぶ著
フィレンツェの街の年中行事や歴史を語ると同時に、一般のガイドブックに載って
いない興味深い場所を訪ね、フィレンツェの街とそこに暮らす人々の素顔の表情を
紹介する。 211頁　定価1026円（本体950円）　07360-5

— 28 —

　 　 　 　 　 　

コルシア書店の仲間たち	 U1053

須賀敦子著　稲葉真弓解説
ミラノの大聖堂に近いコルシア・デイ・セルヴィ書店に集う、心やさしくも真摯な
生き方にこだわる人々とのふれあいをつづる魂のエッセイ。
 236頁　定価1026円（本体950円）　07353-7

ヴェネツィアの宿	 U1054

須賀敦子著　宮田毬栄解説
旅人の心をなごますヴェネツィアの宿で思いめぐらすはるかな記憶。少女時代から、
孤独な留学時代、父の死にいたるまでの、父親と親族をめぐる葛藤、自身の心の軌
跡を描いた自伝的エッセイ。  268頁　定価1188円（本体1100円）　07354-4

トリエステの坂道	 U1055

須賀敦子著　筒井ともみ解説
多くの文学者の記憶を秘めた町、トリエステ。この地への旅立ちにはじまるエッセ
イは、著者の亡夫をはじめとする、なつかしき人々との思い出をつづった、ある家
族の肖像となっている。 236頁　定価1080円（本体1000円）　07355-1

ユルスナールの靴	 U1056

須賀敦子著　川上弘美解説
ユルスナールというフランスを代表する女性作家の生涯と類いまれな才能をもった
日本人作家である著者自身の生の軌跡とが、1冊の本の中で幾重にも交錯し、みご
とに織りなされた作品。 256頁　定価1080円（本体1000円）　07356-8

ミラノ　霧の風景【講談社エッセイ賞受賞】【女流文学賞（中央公論社主催）受賞】	 U1057

須賀敦子著　大庭みな子解説 
記憶の中のミラノには、いまもあの霧が静かに流れている─。イタリアで暮らし
た遠い日々を追想し、人、町、文学とのふれあいと、言葉にならぬため息をつづる
追憶のエッセイ。 224頁　定価940円（本体870円）　07357-5
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澁澤龍彥との日々	 U1107　【電子書籍あり】
澁澤龍子著
夫と過ごした 18年を、静かな思い出とともにふりかえる、はじめての書き下ろしエッ
セイ。日々の生活、交友、旅行、散歩、死別など、妻の視点ならではの異才の世界
を明らかにする。 220頁　定価1188円（本体1100円）　72107-0　★

カフカの生涯	 U1116

池内 紀著
カフカ個人訳全集の訳者が、20世紀文学の開拓者の生涯を描く。祖父の代にはじま
り、幼年時代、友人関係、婚約者、役人生活、そして創作の秘密にふれ、カフカの
全貌があきらかになる。 352頁　定価1728円（本体1600円）　72116-2

フランス小説の扉	 U1119　【電子書籍あり】
野崎 歓著
19世紀の極めつきの名作から 20世紀の逸品、そして現在まで、小説の読みどころ、
味わい方を語る。トゥーサンやジャン・ルノワールの名翻訳家による「フランス小
説美味礼讃」。 288頁　定価1404円（本体1300円）　72119-3

もっとにぎやかな外国語の世界	 U1129

黒田龍之助著
この地球には数えきれないほどさまざまな言語がある。文字や音のひびきはもちろ
ん、数え方や名付け方だっていろいろ違う。あなたにぴったりの〈ことば〉を見つ
ける旅に出ませんか。 188頁　定価1026円（本体950円）　72129-2

来福の家	 U1131

温 又柔著 
台湾生まれ、日本育ちの十九歳の主人公は、恋愛をきっかけに三つの母語の狭間で
格闘する―。すばる文学賞佳作の鮮烈なデビュー作「好去好来歌」に、希望の光
がきざす表題作を併録。 278頁　定価1512円（本体1400円）　07208-0　★

サミュエル・ベケット	 U1132

高橋康也著 
ゴドーとは何者なのか。ベケットの半生とその時代を辿りつつ、代表作と「道化」
の誕生から終末までを読み解くベケット入門。ベケットの全体像がよくわかる。解説・
宇野邦一。 216頁　定価1512円（本体1400円）　72132-2
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隠し包丁	 U1077

田村 隆著
「いただきます」の期待感、「ごちそうさま」の読後感。つきぢ田村の 3代目が、腕
によりをかけ、うわさの料理の精神を豊かにつづった、創造への探求心あふれる 33
品のおいしいエッセイ。 250頁　定価1026円（本体950円）　07377-3　★

気になる部分	 U1087

岸本佐知子著
眠れぬ夜の「ひとり尻取り」、満員電車のキテレツさんたち、屈辱の幼稚園時代─
ヘンでせつない日常を強烈なユーモアで綴る、名翻訳家の衝撃のエッセイ集。ボー
ナストラック収録。 210頁　定価994円（本体920円）　72087-5

装丁物語	 U1089

和田 誠著
人気と信頼を誇る装丁の第一人者が、書物に新しい生命を吹き込ませるための発想
のコツとノウハウを、作家たちとの交流を中心にさまざまな側面から語る、もうひ
とつの本の物語。 292頁　定価1080円（本体1000円）　72089-9　★

似顔絵物語	 U1090

和田 誠著
似顔絵を描けばその右に出るものがいない大人気の著者が、幼年時代の習作から今
日の作品まで、豊富なエピソードを交えながら、その工房の秘密を楽しさ満載で、
今はじめて明かす。 274頁　定価1080円（本体1000円）　72090-5　★

山の上ホテル物語	 U1091

常盤新平著　坪内祐三解説
多くの作家に愛され、数々の名作を生み出す影の力となったすてきなホテルのすて
きな物語。創業者をはじめ支配人たちが語る作家たちの素顔を通して、50年にわた
る文壇の一面を描く。 243頁　定価1296円（本体1200円）　72091-2

わが父	波郷	 U1104

石田修大著　齋藤愼爾解説
父は昭和俳壇の巨星。息子は駆け出しの新聞記者。父の死亡記事を息子が書くとい
う不思議な運命を胸に、数々の名句が生まれた背景と秘密を、静かに、くっきりと
浮かび上がらせる。 250頁　定価1404円（本体1300円）　72104-9

布の歳時記	 U1105　【電子書籍あり】
黒田杏子著　池内 紀解説
もんぺスタイルの人気俳人が、着物の素材としてだけではなく、生活全般にわたる
布への愛着とこだわりを、みずからの半生と重ね合わせてつづる、清らかな俳句エッ
セイ。 262頁　定価1404円（本体1300円）　72105-6
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オペラ・ノート	 U1106

吉田秀和著　片山杜秀解説
オペラの名作をとりあげて聴きどころを滋味溢れる文章で綴る。印象深い公演や名
盤の解説も併せ、オペラを聴く悦び、見る愉しみをより深めるエッセイ。新たな構
成で Uブックス化！ 246頁　定価1404円（本体1300円）　72106-3

音楽のたのしみ（全4巻）	 U1094・U1095・U1096・U1097

ロラン＝マニュエル著　吉田秀和訳　堀江敏幸解説
作曲家にして名評論家のロラン＝マニュエルが、音楽の基礎知識・西洋音楽の歴史・
オペラについて、対話の形でわかりやすく解説。斯界の第一人者吉田秀和の名訳で
贈る、クラシック音楽の入門書シリーズ。

Ⅰ　音楽とは何だろう 430頁　定価1944円（本体1800円）　72094-3
Ⅱ　音楽のあゆみ―ベートーヴェンまで 422頁　定価1944円（本体1800円）　72095-0
Ⅲ　音楽のあゆみ―ベートーヴェン以降 446頁　定価2052円（本体1900円）　72096-7
Ⅳ　オペラ 380頁　定価2052円（本体1900円）　72097-4

翼のはえた指		評伝安川加壽子【吉田秀和賞受賞】	 U1093

青柳いづみこ著　吉田秀和解説
少女時代をパリ音楽院に学び、大戦前夜に帰国、19歳で衝撃的デビューを果たした
安川加壽子。常に日本のピアノ界をリードし続けた天才女性ピアニストの一生を描
く。 378頁　定価1512円（本体1400円）　72093-6

わたしたちの音楽史（上）（下）	 U1114・U1115

フリードリヒ・ヘルツフェルト著　渡辺 護訳
西洋音楽史について、時代ごとの特質・作曲家の伝記情報やエピソードから、文化史
との関わりや用語の意味までをバランスよくまとめた、わかりやすく楽しい解説書。
 （上）242頁  定価1404円（本体1300円）  72114-8　（下）278頁  定価1404円（本体1300円）  72115-5

比類なきモーツァルト	 U1118

ジャン＝ヴィクトル・オカール著　武藤剛史訳
モーツァルトは他の作曲家にならって作曲しつつ、誰とも異なるものを作り出した。
では、何がモーツァルトの音楽を独自の存在たらしめているのか？　本質的な謎に
ついて思索する一冊。 206頁　定価1404円（本体1300円）　72118-6
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落語風俗帳	 U1015

関山和夫著
古典落語に入り込んだ仏教語や行事や習俗は、今日ではわかりにくいことが多い。
本書では咄の中に出てくる仏教に関する事柄を、64の古典落語を例にとってわかり
やすく解説する。  226頁　定価961円（本体890円）　07315-5

落語名人伝	 U1018

関山和夫著
落語の起源を江戸初期の豊かな話芸に求めて、創始者安楽庵策伝や霧の五郎兵衛か
ら、不世出の名人圓朝、さらに昭和の名人にまで及ぶ、落語の奥深い伝統を掘り起
こした著者多年の労作。 366頁　定価1080円（本体1000円）　07318-6

樹の花にて	─装幀家の余白	 U1048

菊地信義著
1冊の書物への出会いのために、読者を誘惑してやまない装幀の第一人者が、多彩
な表現に通底する透明な官能性と、求心的感性の交差を造形の余白につづった、本
好きに贈る書物の周辺。 212頁　定価1004円（本体930円）　07348-3

絵画の見かた	 U1066

ケネス・クラーク著　高階秀爾訳
選ばれた名作 16点について、その作品の与えてくれる感覚的な喜び、作品を生み出
した画家の精神、さらには作品の歴史的な意義などを縦横に説き明かした、絵画鑑
賞法の手引書。 256頁　定価1026円（本体950円）　07366-7　★

エリック・サティ	 U1071

アンヌ・レエ著　村松 潔訳
天才か奇人か？ とかく誤解されがちなサティを生涯と作品の両面から解き明かした
評伝。ピカソ、ピカビア、コクトーたちとの共同作業も丹念に辿られ、当時のパリ
の精神的雰囲気の証言でもある。 222頁　定価1296円（本体1200円）　07371-1
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物語マリー・アントワネット	 U1007

窪田般彌著
歴史上あまりにも著名なマリー・アントワネットの悲劇的生涯。その結婚から革命
の露と消えるまでの数奇な運命に弄ばれる一生を、エピソードを中心にまとめた読
物風評伝。 224頁　定価994円（本体920円）　07307-0

皇妃ウージェニー	─第二帝政の栄光と没落	 U1081

窪田般彌著
近年新たな注目を浴びる 19世紀半ばのフランス第二帝政。皇帝ナポレオン 3世の妻
ウージェニーはスペイン名門貴族の出身だが、その無類の美貌ゆえに華麗にして数
奇な運命をたどる。 211頁　定価1026円（本体950円）　72081-3

ナポレオン秘話	 U1012

ジョルジュ・ルノートル著　大塚幸男訳
フランス革命やナポレオンの逸話的歴史記述によって多くの読者を得ているルノー
トルの野心作。綿密な現地調査にもとづくその記述は、波瀾万丈のナポレオンの生
涯を一層活気づける。 205頁　定価944円（本体874円）　07312-4　★

クレオパトラ物語	─エジプト女王秘話	 U1014

ミリアム・アリ著　大塚幸男訳
クレオパトラの名は誰もが知っているが、その生と死、数奇な運命の詳細を知るも
のは稀である。本書では、クレオパトラは単なる伝説的女王としてではなく、生き
身の女性として描かれる。 214頁　定価975円（本体903円）　07314-8

チベット旅行記（上）（下）	 U1072・1073

河口慧海著　長沢和俊編　深田久弥解説
紹介者も資力もなく、ただひたすら求道の情熱に身を任せ、明治 33年、日本人とし
て最初にチベットに入国した著者による旅行記。読み物として抜群に面白い。
 （上）313頁＋写真3頁　07372-8　（下）290頁＋写真2頁　07373-5　各定価1026円（本体950円）
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芸術家列伝	 U1122・U1123・U1124　【電子書籍あり】
ジョルジョ・ヴァザーリ著
ルネサンス美術を知るうえで最も重要、かつ読み物としての面白さを兼ね備えたヴァ
ザーリの『列伝』。その中から、１巻には前期ルネサンスを代表する 9人、２巻には
後期ルネサンスを代表する 6人、３巻にはルネサンスの二大巨匠の伝記を収録。
１  ジョット、マザッチョほか（平川祐弘、小谷年司訳）
 288頁＋カラー口絵4頁　定価1620円（本体1500円）　72122-3
２  ボッティチェルリ、ラファエルロほか（平川祐弘、小谷年司訳）
 286頁＋カラー口絵4頁　定価1620円（本体1500円）　72123-0
３  レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ（田中英道、森 雅彦訳）
 252頁＋カラー口絵4頁　定価1620円（本体1500円）　72124-7

地図を創る旅	─青年団と私の履歴書	 U1128

平田オリザ著
現代口語演劇による「コミュニケーション能力」の第一人者が、その修行時代の知
られざるエピソードの数々を、貴重な写真とともに活写した自伝エッセイ。
 286頁　定価1296円（本体1200円）　72128-5
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フランス中世歴史散歩	 U1110

レジーヌ・ペルヌー、ジョルジュ・ペルヌー著　福本秀子訳
北フランスからプロヴァンスまで、中世史の名ガイド、レジーヌとジョルジュ・ペ
ルヌー姉弟が読者とともにフランス各地を歩きながら、豊富な知識をもとにフラン
ス中世史の魅力を語る。 278頁　定価1404円（本体1300円）　72110-0

中世への旅	騎士と城	 U1111

ハインリヒ・プレティヒャ著　平尾浩三訳
城での生活、食物と衣服、日々の仕事と娯楽、合戦と攻城、十字軍遠征など、騎士
文化最盛期のヨーロッパの騎士たちの日常生活を、豊富なエピソードを交えながら
生き生きと描きだす。 242頁　定価1404円（本体1300円）　72111-7

中村屋のボース	―インド独立運動と近代日本のアジア主義	 U1125

中島岳志著 【大佛次郎論壇賞受賞】【アジア・太平洋賞大賞受賞】
日本に亡命したインド独立の闘士、R.B.ボース。アジア解放への希求と日本帝国主
義との狭間で引き裂かれた懊悩の生涯、ナショナリズムの功罪を描く、渾身の力作
評伝！ 404頁　定価1512円（本体1400円）　72125-4

パール判事	―東京裁判批判と絶対平和主義	 U1126

中島岳志著
連合国による「勝者の裁き」を「報復のための興行にすぎない」と断じ、被告人全
員の無罪を説いたインド人パール。アジアの自主と平和への訴求、法と真理に捧げ
られた妥協なき生涯。 298頁　定価1404円（本体1300円）　72126-1

父ボース	―追憶のなかのアジアと日本	 U1127

樋口哲子著　中島岳志編・解説
インド独立運動の闘士『中村屋のボース』の娘が語る、父の肖像。磊落な家庭人で
ありながら、アジア解放を懸命に模索した、一革命家の生涯とその時代がよみがえる。
写真多数収録。 214頁　定価1296円（本体1200円）　72127-8

地図で読む世界と日本	 U1130

今尾恵介著
地図は客観的ではない。なにを大切にするかによって描かれ方はさまざま。歴史や
文化、生活が写し込まれている古今東西の地図をとおして、色とりどりの〈世界の
かたち〉を味わう一冊。 192頁　定価1026円（本体950円）　72130-8
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中世のパン	 U1076

フランソワーズ・デポルト著　見崎恵子訳
中世末期、小麦がパン麦としての地位を確立したことから始まり、パン作りの実際、
様々なパンの形態、さらには都市におけるパン屋の実態を解説。「日々の糧」を通し
てみる中世。 230頁　定価1080円（本体1000円）　07376-6　★

地名の魅力	 U1078

谷川彰英著
たった 1つの地名にも、その土地にまつわる歴史や文化、住む人々の生活が染みつ
いている。自然の地形を表わす地名、伝説を秘めた地名、ちょっと読めない難読地
名など、地名の楽しさを満載。 228頁　定価1026円（本体950円）　07378-0

アウシュヴィッツと〈アウシュヴィッツの嘘〉	 U1080

ティル・バスティアン著　石田勇治、星乃治彦、芝野由和編訳
「ガス室はなかった」などの、いわゆる〈アウシュヴィッツの噓〉はなぜ繰り返され
るのか。それらの〈噓〉を徹底検証しながら、大量虐殺と歴史の偽造を解説していく。
各紙誌で絶賛。 179頁　定価972円（本体900円）　72080-6　★

ノルマン騎士の地中海興亡史	 U1102　【電子書籍あり】
山辺規子著
11世紀の中頃、根拠地をノルマンディから遠く南イタリアに移したオートヴィル家
の兄弟。彼らは下克上さながら近隣諸侯の領地を切り取り、やがてはシチリア王国
を建国するにいたる。 326頁　定価1404円（本体1300円）　72102-5

ワインが語るフランスの歴史	 U1103

山本博著
フランスを代表する最もエレガントな文化といえるワインを通して見るフランス史。
ワインにまつわる逸話の数々を読みながら、フランスが誇る銘醸ワインを味わおう
とするものです。 【電子書籍のみ】

シチリア歴史紀行	 U1108　【電子書籍あり】
小森谷慶子著
地中海の中央にあるシチリアは、古くから多くの民族が支配し、様々な文化を育ん
できた。本書は古代から現代にいたる歴史上の興味深いエピソード、人物に光をあ
てた歴史読み物である。 240頁　72108-7　品切

ビザンツ皇妃列伝	─憧れの都に咲いた花	 U1109　【電子書籍あり】
井上浩一著
ビザンツ帝国千年の歴史を、政治の転換点に皇帝の妃となった、庶民から王女まで
8人の女性たちの人生を通して読む一冊。政治や宗教の変動の中に、人間の哀歓が
浮かび上がる。 296頁　定価1404円（本体1300円）　72109-4
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孤独と人生	 U1113　【電子書籍あり】
ショーペンハウアー著　金森誠也訳
「いっさいの生は苦しみである」とみなしつつも、苦悩に満ちた生を快くすごす方策
を説いた、ショーペンハウアーの幸福論。自身の哲学を現実の日常生活の中に具体
的に応用した一冊。 346頁　定価1512円（本体1400円）　72113-1　★

社会契約論	 U1117　【電子書籍あり】
ジャン＝ジャック・ルソー著　作田啓一訳　川出良枝解説
『社会契約論』の決定版、作田訳が待望の Uブックス化。民主主義の聖典か、はた
また全体主義思想の先駆けか。民主主義を支えるのは、神に比される立法者、それ
とも「市民宗教」？ 268頁　定価1296円（本体1200円）　72117-9

ルソー	─市民と個人	 U1120

作田啓一著　鶴見俊輔解説
「人は父親殺しによって象徴される〈父〉との別離の罪を償わなければならない」。
ルソーの矛盾に満ちた思想と行動を精神分析や行為理論を駆使して解剖した記念碑
的著作。 295頁　定価1620円（本体1500円）　72120-9

わが生活と思想より	 U1121

アルベルト・シュヴァイツァー著　竹山道雄訳
地位と名声を捨て、赤道直下の原生林で医療と伝道に献身したシュヴァイツァー博
士が、生い立ち、アフリカでの事業、そして愛と平和に捧げた半生を回顧する。名
著待望の Uブックス化。 294頁　定価1620円（本体1500円）　72121-6
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ドン・ジョヴァンニ　音楽的エロスについて	 U1086　【電子書籍あり】
キルケゴール著　浅井真男訳　岡田暁生解説
ドン・ジョヴァンニはなぜ女性を誘惑しつづけるのか。モーツァルトを愛したひと
りの天才哲学者が自身の耳をたよりに、音楽の根源にあるエロスの謎に迫る。ドン・
ファン論の古典的論考。 198頁　定価1026円（本体950円）　72086-8

幸福論	 U1098　【電子書籍あり】
アラン著　串田孫一、中村雄二郎訳　辻 邦生解説
抽象思考を重ねるのでなく、日常的な場面の中から幸福への合理的な道筋を見つけ
だす。デカルトやスピノザの情念論・感情論をふまえて「幸福とは何か」を追究し
たアラン畢生の名著。 306頁　定価1404円（本体1300円）　72098-1

時間と自由	 U1100　【電子書籍あり】
ベルクソン著　平井啓之訳　加藤典洋解説
時間を、時計のような区切られた点の集まりではなく意識の内的持続の中に見る。
19世紀実証主義哲学を批判し、人間の意識と科学の因果律の違いを説いた、ノーベ
ル賞哲学者の代表作。 272頁　72100-1　品切

大衆の反逆		 U1101

オルテガ著　桑名一博訳
オルテガは、現代が歴史上の一大転換期であることを見抜き、その危機の克服をめ
ざして警鐘を鳴らし続けた。本書は、現代を大衆の時代と断定し、20世紀の本質を
衝いた名著である。 　【電子書籍のみ】

存在と苦悩	 U1112

ショーペンハウアー著　金森誠也編訳
主著『意志と表象としての世界』などから、有名な「音楽の形而上学」を中心に、認識論・
人生論・道徳論・芸術論等を抽出編集した。ショーペンハウアー入門にふさわしい
一冊。 　【電子書籍のみ】
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●日本の読者に●
　本書は、《文庫クセジュ》の 1冊である。1941年フランスに発足したこの文庫は、
現在 500タイトルを刊行しており、完成のあかつきには 1000タイトルに達する予
定である。＊1《文庫クセジュ》は、知能に基礎的陶冶をくわえるための現代知識
の焦点たらしめようという刊行者の意図によってはじめられた偉大な仕事である。
　このような仕事をなぜフランスではじめるようになったのであろうか。その第 1
の理由は、フランスが百科全書の精神、いいかえればあらゆる人知を系統的に
解明することをこころざす知的技術の誕生の地だからである。ディドロやダラン
ベールの手になる『大百科全書』が刊行されはじめたのは 1751年パリにおい
てであった。この偉業は神学上の束縛から人間精神を解放するのにあずかって
大きな力があったし、また 1789年のフランス大革命のもっとも積極的な素因の
1つともなったのであった。
　第 2に、フランス人の知性はその本質的な傾向から、普遍と綜合、つまりあ
らゆる百科全書が主眼とする 2つのことがらを目ざすものだからである。
　第 3に、フランス人は、ひとびとのためにつくす最上の方法はその知性をた
かめ文化財をゆたかにすることであると確信しているからである。この 2つの目
的にそうためには、慎重な構想のもとに細心の注意をもって作られた書籍で、き
わめて教育的価値の高いしかもきわめて価格の安いものを、できるだけ豊富に
提供するよりほかに道はない。
　こういうわけで、《文庫クセジュ》がフランスにおいて熱狂的な歓迎をうけまた
知識欲にもえる若い世代の人たちによって学業のおぎないとしてとりあげられて
いるのも、当然のことといわなければならない。
　しかし、《文庫クセジュ》の生みの親たちは、自分たちのはじめた仕事がフラ
ンスおよびフランス語諸国以外でその真価を認められ受けいれられようとは夢に
も考えなかった。ところが事実はその逆であった。この文庫の最初の 1冊を世
に問うてから 10年、そのあいだに世界の 7カ国語をとおして、このささやかな
がら貴重な冊子は地球のすみずみまで行きわたるようになったのである。＊2

　このたび、日本のような古い伝統につちかわれた文化国がこのフランス精神
の発露を受けいれてくれることになったのをわれわれはとくにうれしく思ってい
る。人間精神のもっとも高邁なはたらきによびかけるこの文庫の使命には、野望
も私心もさらにない。日本の読者がみなこの使命を理解し、それが千年の歴史
に輝く2大文化の精神的接触に寄与することを願ってやまない。

1951年 10月

コレクション《クセジュ》監修者　ポール・アングールヴァン

＊1   2018年 5月現在、当初の計画を上回る4000タイトル以上が刊行され、邦訳は 1000タイトルに達している。
＊2　2018年現在、40以上の言語に翻訳されている。
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　《クセジュ》とは、フランス語
で「わたしは何を知っているか？
（＝何も知らないではないか）」と
自分に問いかける言葉。ルネサン
スの思想家モンテーニュが、「知
識のための武器」として、座右の
銘にしたことで有名です。知らな
いということを知ることから、真
に新しい認識が始まります。
　文庫クセジュ─それはモン
テーニュの思想と百科全書の精神
を結びつけつつ真理を探求しよう
とする、あくなき試みです。文庫
クセジュは、古典的教養から最先
端のテーマまで、現代人に必要な
知識を幅広く提供します。あなた
も気になるタイトルが、きっとあ
るはずです。

文庫クセジュ目録

●

●

●    ●    ●

Collection 
Que sais-je?
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ギリシアの神託	 Q342

ロベール・フラスリエール著　戸張智雄訳
西欧の易や占いの原型はギリシアに発する。本書は、ホメロス研究家として知られ
る著者が、文献に現われる有名な占い者や、神託所の記述を総合的に考察しながら
その貴重な資料を紹介する。 定価1027円（本体951円）　05342-3

インドの哲学	 Q355

ジャン・ブリエ・フレッシネ著　渡辺重朗訳
世界思想の重要な一環であるインド哲学を語る本書は、相違なる種族や民族を含む
多様性と、たえず統一しようとする特異性とを社会的観点から眺め、インド哲学史
全体をひとつの動的なものとして捉えようとする。 定価1027円（本体951円）　05355-3

ヨーロッパ中世の哲学	 Q362

エドワール・ジョノー著　二宮 敬訳
ルネサンスの輝かしい知も、デカルトの哲学も、ヨーロッパ中世期の成熟があって
こそのものである！　9世紀から 14世紀にいたる哲学思想の流れを、編年的に解説
してゆく好著。 定価1027円（本体951円）　05362-1

原始キリスト教	 Q368

マルセル・シモン著　久米 博訳
キリスト教は旧約聖書の遺産を継承しつつ、いかにしてユダヤ教に対し独自の宗教
として自立したか、また、異教世界に伝道しつつ、どのようにして民族宗教の枠を
超えたかを歴史学的に追究する。 定価1296円（本体1200円）　05368-3

デカルトと合理主義	 Q417

G・ロディス＝ルイス著　福居 純訳
世界を体系的に考察したデカルトを受け入れ、数学的認識に対する存在論の基本的
関係を独創的な構造によって展開したマルブランシュ、スピノザ、ライプニッツら
の「偉大な合理主義」の核心を明解に記述。 定価1027円（本体951円）　05417-8

改訂新版	旧約聖書	 Q444

エドモン・ジャコブ著　西村俊昭訳
旧約聖書の世界的な権威が、起源、律法、予言、詩、知恵、外典などを手際よく解
説し、その今日的意義を語る。特に面目を一新した結論部「旧約聖書をどう読むか」
は好個の入門案内になっている。 定価1296円（本体1200円）　05444-4　★

新しい児童心理学	 Q461

ジャン・ピアジェ、ベルベル・イネルデ著　波多野完治、須賀哲夫、周郷 博訳
誕生時から青年期にいたる、児童の心的成長を観察・解明するために！　知覚と判
断力の形成を中心に、子供がいかにして成人としての基本能力を体得するかを段階
的に述べてゆく好著。 定価1296円（本体1200円）　05461-1

改訂新版	実存主義	 Q13

ポール・フールキエ著　矢内原伊作、田島節夫訳
20世紀という危機の時代における人間の自覚の先鋭な表われとして登場した実存主
義の思潮の流れを、サルトルとメルロ＝ポンティらを中心にすえ、西欧思想の伝統に
深く根ざす苦悩の意味を解く。 　05013-2　品切

改訳	プロテスタントの歴史	 Q114

エミール＝ G・レオナール著　渡辺信夫訳
ルターの改革を起点にカルヴァンにより組織化と発展をみたプロテスタンティズム
を、時代の要求が生んだ世界像として叙述し、現代までの進展をたどりつつその精
神的核心を明かす。 定価1134円（本体1050円）　05114-6

改訂新版	哲学入門	 Q193

フランソワ・グレゴワール著　中村雄二郎訳
西洋哲学の根本問題である「認識の問題」「外界の存在」「物質とはなにか」「生命の
問題」「肉体と魂」「自由の問題」「神の問題」などを取り上げ、問題別に思想を概観
した待望の解説書。 定価1027円（本体951円）　05193-1

改訂新版	秘密結社	 Q199

セルジュ・ユタン著　小関藤一郎訳
西欧社会における秘密結社の歴史を語った概説書。科学の発達した今日の社会に、
秘密団体はなぜ存在するのかを問い、人間の非合理性の一面に社会学的な考察を加
える。 定価1134円（本体1050円）　05199-3

改訂新版	言語と思考	 Q228

ポール・ショシャール著　吉倉範光訳
言語は思考の基盤をなす。本書は、この「言語と思考」の根底をなす事実の総合を
試みながら、言語の起源、言語に関する大脳の構造と機構、言語の病態について解
説する。 　05228-0　品切

改訳	神秘主義	 Q252

アンリ・セルーヤ著　深谷 哲訳
迷走と誤解がつねにつきまとう神秘主義。本書はその形態、恍惚感、精神生理など
の一般的性質に加え、ユダヤ教、ヒンズー教など、種々の人間集団における諸傾向
を分析しながら実態を明らかにする。 定価1134円（本体1050円）　05252-5

プラトン	 Q326

ジャン・ブラン著　戸塚七郎訳
ヨーロッパ思想の中核にあるプラトン哲学。プラトンの思想大系とその生涯をたく
みに織りまぜ、伝記的興味のなかで現代に生きるプラトン哲学の解説を試みるすぐ
れた入門書。 定価1027円（本体951円）　05326-3
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占星術	 Q535

ポール・クーデール著　有田忠郎、菅原孝雄訳
人間と宇宙の関連を、気の遠くなる観察と想像力のかぎりを尽くして構築した占星
術。本書はその不思議な世界へ一科学者の立場から視線を投じ、理論と歴史を検証
しつつ、そこに孕む擬態と誤謬を指摘する。 定価1027円（本体951円）　05535-9

ヘーゲル哲学	 Q542

ルネ・セロー著　高橋允昭訳
へーゲル哲学は近代の総決算であり、現代哲学の根源をなすといわれる。本書は、へー
ゲルがどう読まれ、影響を与えてきたかを年代順にたどりながら、ヘーゲル哲学の
本質的な諸テーマを平易に解説する。 定価1027円（本体951円）　05542-7

異端審問	 Q546

ギー・テスタス、ジャン・テスタス著　安斎和雄訳
本書は、異端審問の実体、その成立と消滅の過程、裁判の実際、各国での状況など
を 12世紀から第 2ヴァチカン公会議まで、逸話を交えて紹介する。特にスペイン、
南米での記述に詳しい。 定価1134円（本体1050円）　05546-5

伝説の国	 Q558

ルネ・テヴナン著　笹本 孝訳
人間が冷静な判断を忘れ、想像力で未来を先取りしようとした時伝説が生まれるが、
これは必ずしも絵空事ばかりではない。アトランティス伝説を基調に、伝説の時空
を超えた豊饒な世界を鮮やかに描き出す。 定価1027円（本体951円）　05558-8

キリスト教思想	 Q576

エルヴェ・ルソー著　中島公子訳
キリスト教をひとつの核とする西欧の思想を理解し、人類の全史を通じて輝く知性
と感性のあらゆる展開を身近に把捉するうえで格好の入門書。西欧の思想・哲学へ
の門戸を広々と明け放つ。 定価1027円（本体951円）　05576-2

秘儀伝授	─エゾテリスムの世界	 Q592

リュック・ブノワ著　有田忠郎訳
エゾテリスムとはごく限られた人々にのみ伝授される門外不出の教理をさす。仏教、
原始キリスト教、さらには錬金術の中にも秘められているこの教理の一般概念と歴
史的形態を述べ、未知の世界を探索する。 定価1027円（本体951円）　05592-2

ヨーガ	 Q594

ポール・マッソン＝ウルセル著　渡辺重朗訳
苦行を通じての解脱という驚くべき手段を方法とするヨーガを、諸宗派との関連を
ふまえながら歴史的に解き明かす。巻末には現代の宗教哲学的な見解と重要な聖典
の概要を付した。 定価1134円（本体1050円）　05594-6
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構造主義	 Q468

ジャン・ピアジェ著　滝沢武久、佐々木 明訳
すべての科学は円環をなし、《構造》は人間や主体の活動を殺すものではないという
思想を、数学・論理学・物理学・生物学・心理学・言語学・社会学・哲学の各分野
において具体的に例証する。 　05468-0　品切

無神論	 Q474

アンリ・アルヴォン著　竹内良知、垣田宏治訳
デモクリトスからドイツ唯物論にいたる系譜をたどり、マルクス主義、ニーチェ、
実存主義をも省察！　閉ざされた世界ではない、深められた人間的経験を土台に、
無神論の現在を説く。 定価1027円（本体951円）　05474-1

ソクラテス以前の哲学	 Q487

ジャン・ブラン著　鈴木幹也訳
ギリシア哲学の揺籃期、神の言葉の受託者たる自然学者たちの思索の跡はわれわれ
の感応をうつ。タレスより原子論者にいたるまでの哲学の流れを浩瀚な文献を駆使
して解説する。 定価1296円（本体1200円）　05487-1

マルクス以後のマルクス主義	 Q500

ピエール・ファーヴル、モニク・ファーヴル著　竹内良知訳
マルクスとエンゲルスの死以降、多様に変遷するマルクス主義。改良主義からロシ
ア革命・レーニン主義、スターリン以後のマルクス主義の展開などの過程を通じ、
プロレタリア革命の消長を理論と実践面から詳述。 定価1027円（本体951円）  05500-7

ギリシアの政治思想	 Q510

クロード・モセ著　福島保夫訳
古代ギリシアの政治思想は、渺たる都市国家の国制をめぐって展開される！　政治
にまつわる思索が誕生し、ローマに浸透してゆくさまを解説する、古代ギリシア入
門のための基本図書。 定価1027円（本体951円）　05510-6

発生的認識論	 Q519

ジャン・ピアジェ著　滝沢武久訳
発達心理学や科学思想史の実証的資料にもとづき、現代科学の認識論的問題点を発
達的に明かそうとする発生的認識論。その創始者であるピアジェの基本的視点を諸
科学を通して系統的に解説。 　05519-9　品切

錬金術	 Q525

セルジュ・ユタン著　有田忠郎訳
物質の変成を通じて宇宙再生の秘儀に参加し、火による魂の浄化をくぐって死の彼
方に復活することを説く呪われた秘伝的教理、錬金術。その歴史と理論と実際をめ
ぐる好個の入門書。 　05525-0　品切
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医の倫理	 Q738

クレール・アンブロセリ著　中川米造訳
ニュルンベルク国際軍事裁判で練り上げられた医の倫理の諸原則を検証しつつ、科
学的・技術的に進歩する医学と人間の生と死の尊厳との相克を論じ、理想的な医学
と医師との関係を説く。 定価1027円（本体951円）　05738-4

心霊主義	─霊界のメカニズム	 Q739

イヴォンヌ・カステラン著　田中義廣訳
心霊現象─その歴史とメカニズムと意義─を、霊による交信として説明する心
霊主義思想、客観的に検証しようとする科学、批判的立場をとる宗教など、あらゆ
る観点から照射する。 定価1134円（本体1050円）　05739-1

ことばの心理学	 Q751

M・モスカトー、J・ヴィットヴェール著　増田治子訳
言語学のデータや成果をもとに、言語行動を研究し、表現とコミュニケーションを
可能にする「ことば」から機能を取り出し、その機能運用にさまざまな角度からア
プローチする、新しいタイプの 1冊。 定価1027円（本体951円）　05751-3

パスカルの哲学	 Q754

ジャン・ブラン著　竹田篤司訳
「デカルト対パスカル」という興趣つきないテーマで、パスカルの思想を分解 ･再構
成する。パスカルを単なるカトリックの擁護者にだけ貶めず、哲学史のなかに正当
に位置づけた概説書。 定価1027円（本体951円）　05754-4

エゾテリスム思想	─西洋隠秘学の系譜	 Q763

アントワーヌ・フェーヴル著　田中義廣訳
魔術、錬金術、神智学、カバラ、占星術など、西洋の陰の思想に通底する思考傾向
と言説をエゾテリスムという。2世紀から現代にいたるそのさまざまな形態と構造
を考察する概説書。 定価1027円（本体951円）　05763-6

認知神経心理学	 Q764

グザヴィエ・スロン著　須賀哲夫、久野雅樹訳
認知科学的なアプローチから、脳と心理活動の関係を理解しようとする認知神経心
理学。本書は、その学問的な位置づけと方法論を具体的な症例とともに概説する絶
好の入門書である。 定価1027円（本体951円）　05764-3

エピステモロジー	 Q773

エルヴェ・バロー著　松田克進訳
フランスにおけるエピステモロジー（科学認識論）の明快な入門書。著者はフラン
ス国立科学研究所（CNRS）の所長。数学 ･物理学 ･生物学 ･心理学など諸科学の成
果を丁寧に概説。 定価1027円（本体951円）　05773-5
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東方正教会	 Q607

オリヴィエ・クレマン著　冷牟田修二、白石治朗訳
本書は、東方正教会の歴史、神学、典礼、秘跡を語りながら、ローマ＝カトリック
教会やプロテスタント教会とも異なる、神秘主義的な色合いを帯びた独自の信仰の
姿を浮かび上がらせる。 05607-3　品切

異端カタリ派	 Q625

フェルナン・ニール著　渡邊昌美訳
本書は、13世紀に十字軍によって殲滅されたカタリ派の二神論を、マニ教との類縁
に力点を置きながら論じ、フランス国家への統合の流れのなかに、この謎めいた集
団の興亡を再現する。 　05625-7　品切

ドイツ哲学史	 Q680

モーリス・デュピュイ著　原田佳彦訳
世界をリードしてきたドイツ哲学の中世から現代にいたる歩みをたどり、難解にな
りがちなその諸概念を、現代的視点から、明晰なフランス的知性によって系統立て、
的確に解説する好著。 定価1027円（本体951円）　05680-6

トマス哲学入門	 Q704

フェルナンド・ファン・ステンベルゲン著　稲垣良典、山内清海訳
著名な中世哲学史家がトミズム（トマス哲学）の基本的学説と展開を概説するとと
もに、現代思想にたいして開かれた「進歩的」トミズムを提唱する問題提起の書で
ある。 　05704-9　品切

死海写本	 Q708

E ＝ M・ラペルーザ著　野沢 協訳
1947年、パレスチナの羊飼の少年が見つけた『死海写本』。それは聖書成立史の研
究に不可欠な文献となった。その発見のいきさつ、研究の過程、学問的な意義を興
味深く語る。 定価1296円（本体1200円）　05708-7

薔薇十字団	 Q722

ロラン・エディゴフェル著　田中義廣訳
17世紀初頭、ドイツに突如出現し、たちまちのうちにヨーロッパ中に影響を及ぼし
た秘密結社「薔薇十字団」。この西洋思想の影の潮流について整理された見取り図を
与える概説書。 定価1027円（本体951円）　05722-3

死後の世界	 Q733

フランソワ・グレゴワール著　渡辺照宏訳
万人の強い関心を集める「死後の世界」について、神学者、哲学者、芸術家たちの
数世紀にわたる考察の跡をたどり、そこから「死後の生存」という一種の哲学的解
釈を引きだそうと試みる。 定価1134円（本体1050円）　05733-9
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マニ教	 Q848

ミシェル・タルデュー著　大貫 隆、中野千恵美訳
イスラム世界に断食月をもたらした、二元論的宗教─ 3世紀のペルシアで生まれ
たマニ教は、厳粛な倫理と儀礼により律されていた。開祖マニが唱道した教えを、
聖典をもとに解説する。 定価1134円（本体1050円）　05848-0

芸術哲学入門	 Q851

ジャン・ラコスト著　阿部成樹訳
カント、ヘーゲル、ニーチェ、ハイデガー、メルロ＝ポンティ……「美の技術」をめ
ぐる真理の探究者たち。彼らの思考の軌跡をたどり、芸術を哲学するためのアイデ
アを紹介する、美学入門書。 　05851-0　品切

子どもの絵の心理学入門	 Q854

フィリップ・ワロン著　加藤義信、井川真由美訳
子どもの絵を「読む」ために！　コンピュータ科学などの研究成果をも踏まえ、多
様な具体例をひきつつ、発達心理学の観点からアプローチ。カラー図版多数収録。 

160頁＋図版4色6頁・1色6頁　定価1134円（本体1050円）　05854-1　★

ソフィスト列伝	 Q862

ジルベール・ロメイエ＝デルベ著　神崎 繁、小野木芳伸訳
プラトンやアリストテレスからの攻撃には、異議あり！　本書は、西洋形而上学の
なかで「詭弁家」の烙印を押されてきたソフィスト 8人の生涯と著作を紹介し、そ
の復権へと導く。 定価1027円（本体951円）　05862-6

透視術	─予言と占いの歴史	 Q866

ジョゼフ・デスアール、アニク・デスアール著　阿部静子、笹本 孝訳
五感に頼ることなく、未知なるヴィジョンを脳裏に描く「超能力」。その多種多様な
占い術の概説から始め、職業としての透視術を語り、ノストラダムスら歴代の透視
術師を紹介する。 定価1027円（本体951円）　05866-4

コミュニケーションの美学	 Q874

ジャン・コーヌ著　小倉正史訳
ベンヤミン、ヴィトゲンシュタイン、アドルノ、デリダ……西洋哲学の巨匠は、自
らの美的経験をどのように表現してきたか？　芸術作品の魅力を「伝える」ための
学問的アプローチを詳解。 定価1027円（本体951円）　05874-9

芸術療法入門	 Q880

ジャン＝ピエール・クライン著　阿部惠一郎、高江洲義英訳
うつ病から統合失調症まで、心のストレスを克服するために！　音楽、絵画、演劇、
人形劇、化粧……さまざまな表現方法で精神を解放してゆく芸術療法。アートセラ
ピー入門の決定版。 定価1134円（本体1050円）　05880-0
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フリーメーソン	 Q778

ポール・ノードン著　安斎和雄訳
その多くが謎に包まれてきた秘密結社フリーメーソンの真正なる歴史と現況を伝授
すべく、本書は文学者や芸術家との相関や秘儀伝授の方法を解明し、その哲学的側
面を充分に論証する。 定価1134円（本体1050円）　05778-0

超心理学	 Q780

イヴォンヌ・カステラン著　田中義廣訳
心霊現象を科学的に解明すべく新たに登場した研究の概説書。心霊研究のもってい
たロマンティックな側面を極力排除し、計量的手法を援用して客観性を高め、超常
現象の実在を検証する。 定価1027円（本体951円）　05780-3

ロシア ･ソヴィエト哲学史	 Q789

ルネ・ザパタ著　原田佳彦訳
ロシア的霊性は、西欧の哲学・思想からどのような影響を受けてきたのか？　起源
から現代にいたるまで、ロシア ･ソヴィエトの思想の流れを概説する、画期的なイ
ンテリゲンツィア列伝。 定価1027円（本体951円）　05789-6

フランス宗教史	 Q793

グザヴィエ・ド・モンクロ著　波木居純一訳
古代から今日までの、フランス史に現われたすべての宗教の歴史を国内にその範囲
を限定して概説する。ガリアの地をめぐるエヴァンジェリスト列伝。フランス人の
民族としての心に触れる。 定価1027円（本体951円）　05793-3

ミシェル・フーコー	 Q802

フレデリック・グロ著　露崎俊和訳
西欧近代の医学、思想、文学、政治、性的言説などの諸領域を横断し、制度的思考
をラディカルに揺さぶりつづけたフーコーの思考の軌跡を克明にたどる。目くばり
よく偏向なく入門書として最適。 定価1134円（本体1050円）　05802-2

ドイツ古典哲学	 Q807

ベルナール・ブルジョワ著　樋口善郎、松田克進訳
ベーメ、ライプニッツ、カント……そして、哲学史はヘーゲルへと流れつく！　本
書は、ドイツ本来の思惟が古典哲学として完成されるまでの軌跡を明快に解説する、
ヘーゲル理解への最短コース。 定価1027円（本体951円）　05807-7

セネカ	 Q835

ピエール・グリマル著　鈴木 暁訳
ストア派の哲学者として皇帝ネロの「家庭教師」を務めたセネカ。本書では彼の生
涯をたどり、その哲学思想の本質を仔細に検討する。古代ローマ研究の碩学による、
セネカ解読の手引き。 定価1027円（本体951円）　05835-0
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フェティシズム	 Q931

ポール＝ロラン・アスン著　西尾彰泰、守谷てるみ訳
フェティシズムは、民族学の領域で生まれ、哲学、性科学、芸術などへ影響を及ぼし、
最終的には、フロイトによって精神医学に導入された。その思想史を追うことによっ
て本質に迫る。 定価1134円（本体1050円）　50931-9

コーラン	─構造・教義・伝承	 Q941

フランソワ・デロッシュ著　小村優太訳
イスラームの聖典、コーランを文献学的研究にもとづいて解説。成立の歴史、構造
分析、教義の解説、朗誦方法、伝播と受容の過程を紹介。ムスリム文化の理解を深
めるための一冊。 定価1134円（本体1050円）　50941-8

哲学	 Q944

アンドレ・コント＝スポンヴィル著　小須田 健、照屋裕美子、コリーヌ・カンタン訳
フランスで人気の哲学者、コント＝スポンヴィルならではの指摘がちりばめられた入
門書。哲学とは何か、歴史を通じてどのように展開してきたか、各分野における主
な潮流についてを語る。 定価1296円（本体1200円）　50944-9

性倒錯	─様々な性のかたち	 Q954

ジェラール・ボネ著　西尾彰泰、守谷てるみ訳
その定義と分類を経て、治療のアプローチを解説。サディズムとマゾヒズム、服装
倒錯、露出症と窃視症などについて解き明かすことによって、人間の精神現象の意
外な本質にせまる。 定価1134円（本体1050円）　50954-8

西洋哲学史	─パルメニデスからレヴィナスまで	 Q956

ドミニク・フォルシェー著　川口茂雄、長谷川琢哉訳
2500年にわたって、発達・枝分かれしていった西洋哲学の歴史を、重要な哲学者を
おさえることによってたどっていく。さらに 21世紀的哲学の構想をなげかけて、哲
学へと誘う。 定価1296円（本体1200円）　50956-2

笑い	─その意味と仕組み	 Q958

エリック・スマジャ著　高橋信良訳
今日までの笑いに関するさまざまな報告や論考を集めて、系統立てて紹介。思想と
文学、動物行動学、生理学、精神分析、人類学をとおして、笑いの本質にせまる、
笑いをめぐる博物誌。 50958-6　品切

カンギレム	─生を問う哲学者の全貌	 Q960

ドミニック・ルクール著　沢崎壮宏、竹中利彦、三宅岳史訳
カンギレムは、フランスの科学認識論を、生命科学や医学の領域へ広げた哲学者と
して知られる。その青年時代の言論活動から、独自の生命哲学、哲学教育論にいた
るまで幅広く紹介。 定価1134円（本体1050円）　50960-9

— 50 —

科学哲学	 Q891

ドミニック・ルクール著　沢崎壮宏、竹中利彦、三宅岳史訳
ウィーン学団やバシュラールを経てクワインやハッキングへと至る、サイエンスの
目的と方法をめぐる探究─科学哲学に、見取り図を与える！　理系も文系も得心
する、入門書の決定版。 定価1296円（本体1200円）　50891-6　★

新約聖書入門	 Q892

レジス・ビュルネ著　加藤 隆訳
神との新しい契約を伝える、聖なる書物─新約聖書は、初期キリスト教の歩みと
ともに成立していった。諸文書の個々の内容、執筆時期や背景、正典化の過程など
をわかりやすく解説。 定価1296円（本体1200円）　50892-3

サルトル	 Q900

アニー・コーエン＝ソラル著　石崎晴己訳
「サルトル」とは誰であり、また何だったのか。変貌することが本質的であった 20
世紀最大の知識人の実像を、サルトル研究の第一人者が今世紀のパースペクティブ
のもとに再構築する。 定価1027円（本体951円）　50900-5

キリスト教シンボル事典	 Q905

ミシェル・フイエ著　武藤剛史訳
アダムが食べたのはリンゴではないのに、なぜ原罪のシンボルになったのか、食卓
の上のサソリは何を暗示するのか？　西洋の文化芸術の理解を助ける 500以上のシ
ンボルを集めた小事典。 定価1296円（本体1200円）　50905-0

カトリシスムとは何か	─キリスト教の歴史をとおして	 Q909

イヴ・ブリュレ著　加藤 隆訳
神の普遍的ありかたを意味するカトリシスムは、ローマ・カトリック教会だけに関
わることではない。二千年におよぶキリスト教の歴史をとおして、カトリシスムに
ついて解説する。 定価1027円（本体951円）　50909-8

宗教社会学入門	 Q910

ジャン＝ポール・ヴィレーム著　林 伸一郎訳
宗教社会学は、マルクスが先駆をなし、デュルケームとウェーバ－によって確立さ
れた。彼らが宗教への社会学的眼差しを形成していく過程と、現代の学者による現
状の分析を詳解する。 定価1027円（本体951円）　50910-4

子どものコミュニケーション障害	 Q914

ロラン・ダノン＝ボワロー著　加藤義信、井川真由美訳
はたして、子どもはどこでつまずくのか？　障害の分類、検査と治療方法、治療の
原則など、言語発達障害に関わる問題を、言語学者であり精神分析家でもある著者
の独自の視点から解説。 定価1134円（本体1050円）　50914-2
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十九世紀フランス哲学	 Q989

ジャン・ルフラン著　川口茂雄、長谷川琢哉、根無一行訳
十九世紀美術、文学の華やかな知名度に比べ、同世紀の哲学はいまひとつよく知ら
れていない。美術や文学が開花する土壌となった、革命後の混乱期における多様で
猥雑な思想を読み解く。 定価1296円（本体1200円）　50989-0

レヴィ=ストロース	 Q990

カトリーヌ・クレマン著　塚本昌則訳
人類学・神話学研究により独自の思想を展開した民族学者の生涯。構造主義の祖と
しても多大な影響を及ぼした巨星の思想を概説。『悲しき熱帯』『野生の思考』ほか、
多数の名著も紹介。 定価1296円（本体1200円）　50990-6

ポール・リクール	 Q992

ジャン・グロンダン著　杉村靖彦訳
現象学、解釈学など広大な領域を網羅した 20世紀を代表する哲学者の行跡。初期の
「意志の哲学」から独自の思索「解釈学的哲学」にいたるまでの経緯をたどり、その
独自性を評する。 定価1296円（本体1200円）　50992-0

セクトの宗教社会学	 Q996

ナタリ・リュカ著　伊達聖伸訳
歴史的・文化的に多様な宗教現象をどうとらえればよいのか、現代社会においても
なお影響力を有しているのはなぜか、各国の治安対策にはどのような特徴があるの
か、その問いに答える。 定価1296円（本体1200円）　50996-8

100語でわかるマルクス主義	 Q997

ジェラール・デュメニル、ミシェル・レヴィ、エマニュエル・ルノー著　井形和正、斎藤かぐみ訳
「転形問題」などの経済学、進行形の運動を含む政治学、現代思想とも関連する哲学、
三分野からなる中級者向けの手引書。従来の概説書にはない新項目を網羅し、記述
にも新味がある。 定価1296円（本体1200円）　50997-5

宗教哲学	 Q999

ジャン・グロンダン著　越後圭一訳
「生と存在の意味を問う」という共通課題を持ちながら、哲学と宗教は理性と信仰や
神という立場で対立してきた。古代ギリシアから現代までの西洋思想史を通して本
質的な関わりを検証。 定価1296円（本体1200円）　50999-9

イエス	 Q1000

シャルル・ペロ著　支倉崇晴、堤 安紀訳
ナザレのイエスとは誰なのか。歴史的にどんな判断を下すことが可能か。当時の多
様化したユダヤ教の中での位置付け、同時代人とのあいだの絆と隔たり、死刑の宣
告理由についても考察。 定価1296円（本体1200円）　51000-1
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喪の悲しみ	 Q961

マリ＝フレデリック・バッケ、ミシェル・アヌス著　西尾彰泰訳
肉親を失い悲しみにくれる人への寄り添い方、とくに子供への接し方、悲しみを悪
化させる要因やトラウマ化するケース、医療や専門家の介入のあり方などをきわめ
て具体的に解説する。 定価1296円（本体1200円）　50961-6

プラトンの哲学	─神話とロゴスの饗宴	 Q968

ジャン＝フランソワ・マテイ著　三浦 要訳
哲学の始まりを「驚き」に加えて「憤慨」というパトスにも認める。さらに、「洞窟
の囚人」に代表されるような神話とロゴスとの緊張関係を、五元構造を核にして解
釈する独創的見解。 定価1296円（本体1200円）　50968-5

100の神話で身につく一般教養	 Q973

エリック・コバスト著　小倉孝誠、岩下 綾訳
欧米世界において一般教養の基盤となる「神話」。それを伝説・寓話・作中人物・う
わさ・崇拝という五つの項目に分けて解説。変化に富んだメッセージはあらゆる文
化の中に存在する。 定価1296円（本体1200円）　50973-9

100語でわかるセクシュアリティ	─人間のさまざまな性のあり方	 Q977

ジャック・アンドレ監修　古橋忠晃、守谷てるみ訳
生物学や医学的な観点ではなく人類学・哲学・芸術など多分野の見地から「性」を記述。
大人のみならず、子供むしろ幼児にまで及ぶ広い精神分析の立場から「キーワード」
を細かく解説。 定価1296円（本体1200円）　50977-7

ラカン	 Q978

ポール＝ロラン・アスン著　西尾彰泰訳
これまでなかった「ラカン思想」の後期を含めた網羅的な解説本。シェーマやグラ
フだけでなく、当時の思想的な争点、彼の行動を記すことで思想の変遷がわかりや
すい内容となっている。 定価1296円（本体1200円）　50978-4

児童精神医学	─歴史と特徴	 Q983

ギィ・ブノワ、ジャン＝ピエール・クラン著　阿部惠一郎訳
小児・児童期を対象とする精神医学は、子供ゆえの特殊性を配慮した特別なアプロー
チが必要とされる。教育学・心理学など総合的な知識が求められるこの分野の歴史
と特徴を概説する。 定価1296円（本体1200円）　50983-8

ケアの倫理	─ネオリベラリズムへの反論	 Q987

ファビエンヌ・ブルジェール著　原山 哲、山下りえ子訳
「ケア」とは、脆弱と依存にある他者に配慮することである。人間は依存しあって生
きるため、競争社会の中で「ケアの行動」は大切になる。配慮をめぐって社会的な
絆の問題を提起する。 定価1296円（本体1200円）　50987-6
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改訳	ルネサンス	 Q62

ポール・フォール著　赤井 彰訳
ルネサンス期に開花したさまざまな文化を、経済・精神・技術などの諸側面から明
晰に解明。1500年を境にそれ以前と以後の美術の特徴について語り、この時代の姿
を描き上げる。 定価1027円（本体951円）　05062-0

改訳	ナポレオン	 Q79

アンリ・カルヴェ著　井上幸治訳
ドイツ軍占領下に執筆され、ナポレオン支配の成立と没落の過程を検討することで、
歴史的にナチス占領に対する解放の希望を確かめたものとして高い評価を得ている、
興味深いナポレオン伝。 定価1027円（本体951円）　05079-8

十字軍	 Q133

ルネ・グルッセ著　橋口倫介訳
ローマ・カトリック教会の権勢の絶頂期の十字軍の東方遠征はヨーロッパの成熟を
意味する。著者は十字軍を最初の植民地活動であるとし、回教とキリスト教の対抗
を歴史的に跡づける。 定価1027円（本体951円）　05133-7

ラテン ･アメリカ史	 Q160

ピエール・ショーニュ著　大島 正訳
新大陸発見から第 2次大戦後の経済的発展までを要領よくまとめた小史。スペイン
の武力征服からアメリカのドル外交による制圧へと移行する過程を詳述、記述には
常にそれらに対する抵抗に力点がおかれている。 定価1027円（本体951円）　05160-3

ルイ十四世	 Q191

ユベール・メチヴィエ著　前川貞次郎訳
コルベールを宰相とした重商主義政策のもとで国内外の支配を強化したルイ 14世。
くり返される領土拡張戦争、芸術の古典主義の発展など、その絶対主義の機構と華
やかな文化の治世を概観する。 定価1027円（本体951円）　05191-7

世界の農業地理	 Q202

ピエール・ジョルジュ著　本岡 武、山本 修訳
農業地理学の基礎理論を規定したうえで、世界の農業を「ヨーロッパ農業」「植民地
農業」「伝統農業」「社会主義農業」の 4つに分類し、各農業形態の地理的な様相を
簡潔に紹介する。 　05202-0　品切

ロシア革命	 Q338

フランソワ＝クサヴィエ・コカン著　佐藤亀久訳
膨大な資料を分析、整理して、ロシア革命の前夜から、革命の輝しい勝利の日までを、
他の書にみられない生き生きとした文章でもって物語る。ロシア革命の本質を平易
に解き明かしてくれる革命史。 定価1027円（本体951円）　05338-6
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美学への手引き	 Q1002

カロル・タロン = ユゴン著　上村 博訳
哲学の一分野としての美学がどのように成立したのか、その前史から近代に至るま
でを辿る。美や芸術について思索するための手引書。
 定価1296円（本体1200円）　51002-5

唯物論	 Q1003

オリヴィエ・ブロック著　谷川多佳子、津崎良典訳
哲学と哲学史を軸に、宗教や歴史、さらに科学との関連にも検討を加え、ニュアン
スに富んだ内容の明晰な哲学書。
 定価1296円（本体1200円）　51003-2

レジリエンス	─こころの回復とはなにか	 Q1009

セルジュ・ティスロン著　阿部又一郎訳
「レジリエンス」とは、困難な状況をのり越え、不都合な環境のなかで自らを構築し
続ける能力を表わす。それぞれの困難に向き合いその先に進むためには。精神医学
におけるレジリエンス研究の現状とは。 定価1296円（本体1200円）　51009-4

100語でわかる子ども	 Q1015

ジャック・アンドレ編著　古橋忠晃、番場 寛訳
「どのようにして赤ちゃんを作るの？」「わざとじゃない」「小児性愛者」「宿題」「便
器」など、精神分析家らが綴る子どもの世界。
 定価1296円（本体1200円）　51015-5

聖なるもの	 Q1018

ジャン＝ジャック・ヴュナンビュルジェ著　川那部和恵訳
聖の実践と理論をもとに、聖なるものに関する経験、制度および概念論を大きく通
観した、聖のテーマをめぐる一大パノラマ。
 定価1296円（本体1200円）　51018-6

ギリシア神話シンボル事典	 Q1019

ソニア・ダルトゥ著　武藤剛史 訳
西洋の文化芸術の理解を助ける 145のシンボルを集めて解説する。芸術鑑賞の折の
ハンドブックとして利用するのも、読み物として通読するのもよしの小事典。
 定価1296円（本体1200円）　51019-3

家族の秘密	 Q1020

セルジュ・ティスロン著　阿部又一郎訳
世代を越えて波及する、家族神話に隠された〈秘密〉のしくみとは。著者が取り組んできた、
こころと社会をめぐるテーマを盛り込んだ一冊。
 定価1296円（本体1200円）　51020-9
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ヒマラヤ	 Q597

ジャック・デュピュイ著　水野 勉訳
本書は世界最高峰の山岳地帯であるヒマラヤの自然条件、住民構成、文化、経済機
構などを記述しながらその全体像を俯瞰し、この多様な魅力あふれる景観の的確な
パノラマを描き出している。 定価1027円（本体951円）　05597-7

テンプル騎士団	 Q604

レジーヌ・ペルヌー著　橋口倫介訳
12世紀から約 2世紀にわたり、キリスト教国に非常な勢力を広げ、かつ巨大な富を
築くにいたったテンプル騎士団の今なお謎に包まれた歴史を、史料にもとづいて綿
密に再現する。 定価1134円（本体1050円）　05604-2

インカ文明	 Q610

アンリ・ファーヴル著　小池佑二訳
数千年にわたるアンデス文化の最後の輝かしい継承者であったインカ帝国の歴史、
文化、社会構造を具体的な調査と探索をふまえて概説し、この謎にみちた太陽の帝
国の姿を再現する。 　05610-3　品切

ファシズム	 Q615

アンリ・ミシェル著　長谷川公昭訳
第 2次大戦のおり世界中に吹き荒れたファシズムの現象を、思想と実践の両面から
とりあげて分析し、国と時代に応じてさまざまな形態をとるその運動の主要な流れ
を跡づける。 定価1027円（本体951円）　05615-8

メジチ家の世紀	 Q636

クリスチャン・ベック著　西本晃二訳
フィレンツェのみならずイタリア半島全域に主導権を確立したメジチ家の歴史を語
りつつ、時代の精神的風土としての人文主義に焦点をあわせ、その変容と人文主義
精神そのものの危機を描く。 定価1027円（本体951円）　05636-3

マヤ文明	 Q648

ポール・ジャンドロ著　高田 勇訳
正確無比な天文学にもとづいた暦など、樹海深く埋もれた古代都市はいまなお数多
くの謎と不思議を発信している。本書は丹念な調査と研究にもとづき、マヤ文明の
隆盛と滅亡の真実を解明した労作。 定価1027円（本体951円）　05648-6

新しい地理学	 Q664

ポール・クラヴァル著　山本正三、高橋伸夫、手塚 章訳
科学としての地理学を体系的に説明する書。隣接の学問分野の成果をとり入れ、新
しい地理学的な方法にもとづいて、現代の人間社会・環境など地表に生ずる広範な
問題に対する考え方を示す。 定価1027円（本体951円）　05664-6
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ヨーロッパ文明史	 Q351

クロード・デルマス著　清水幾太郎訳
ヨーロッパ文明はどのような歴史的枠組のなかで発達してきたか、また中世騎士道、
ルネサンスの技術的・精神的変革、近代の革命はどのように達成されたかを概観し、
その本質を把握しようとする労作。 定価1027円（本体951円）　05351-5

海賊	 Q382

ユベール・デシャン著　田辺貞之助訳
海賊の語源はギリシア語の「試みる」という動詞である。「海上で一攫千金を試みる」
意である。ヴァイキングから海賊ドレーク、キッド、中国の海賊にいたるまで、世
界の海を股にかけた強者の歴史。 定価1027円（本体951円）　05382-9

アメリカの黒人	 Q412

クロード・フォーラン著　野沢 協、山口俊章訳
黒人問題は今日でもアメリカが抱える大きな問題である。フランスの歴史家が第三
者的な立場から描くアメリカの黒人問題。その冷徹な表現は、黒人問題の真の焦点
は何かをはっきりとつかみとらせてくれる。 定価1027円（本体951円）　05412-3　★

アステカ文明	 Q491

ジャック・スーステル著　狩野千秋訳
メキシコの大地に広大なる勢力を誇ったアステカ族。壮麗な文化に彩られたその王
国の起源から滅亡までをたどり、多くの遺跡や遺物を手がかりにしつつアステカ人
の生活を伝える名著。 定価1027円（本体951円）　05491-8

森林の歴史	 Q530

ミシェル・ドヴェーズ著　猪俣禮二訳
森林の歴史は、人間と自然との闘争の歴史であり、反面、樹木と人間の協力の歴史
である。人間が森に火を放って積極的にその破壊を企ててから今日までの闘争と協
力の歴史を興味深く説く。 定価1027円（本体951円）　05530-4

アメリカ合衆国の地理	 Q541

ピエール・ジョルジュ著　野田早苗訳
アメリカを理解するには、地誌的な知識が必要となる。本書は、北米の自然地理的
条件に関する知識を提供し、各種産業、国土開発、生活環境、人口問題などに触れ、
アメリカ社会の真の姿を示す。 定価1027円（本体951円）　05541-0

中世ヨーロッパの生活	 Q590

ジュヌヴィエーヴ・ドークール著　大島 誠訳
おもに 13～ 14世紀のフランスを中心とするヨーロッパ中世期の人びとの生活を、
衣服、食事、住居といった生活の具体的な側面に光をあてて描き、彼らがどのよう
な生涯を送ったかを浮き彫りにする。 定価1296円（本体1200円）　05590-8　★
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バスク人	 Q735

ジャック・アリエール著　萩尾 生訳
イベリア半島北部、ピレネー山脈西端に広がるバスク地方。古来より独自の言語と
風習を持ち、今また分離独立を訴える闘争に激しく揺れる「多国家間民族」バスク
人の歴史と現在を語る。 　05735-3　品切

ルーマニア史	 Q747

ジョルジュ・カステラン著　萩原 直訳
近隣の多様な文化の影響をつよく受け、また大国の政治的脅威にさらされながら民
族国家として発展を遂げてきた「ラテン的」国家の貴重な通史。訳者による詳細な
現代史補遺を付す。 定価1027円（本体951円）　05747-6　★

ヨーロッパの民族学	 Q760

ジャン・キュイズニエ著　樋口 淳、野村訓子、諸岡保江訳
暴力と混血の契りから生まれたヨーロッパ。ヨーロッパ諸民族の現在（言語・宗教・
慣習・食生活・領土紛争……）とその将来計画について語る本書は、民族学研究の
可能性を切り拓く。 定価1027円（本体951円）　05760-5

ジャンヌ･ダルクの実像	 Q766

レジーヌ・ペルヌー著　高山一彦訳
神の声に導かれてフランス王国を救ったが、教会裁判で異端として火刑に処せられ
たジャンヌの短くも感動的な生涯を、処刑裁判 ･復権裁判の記録など、事実史料を
駆使して再現する好著。 定価1134円（本体1050円）　05766-7　★

ローマの古代都市	 Q767

ピエール・グリマル著　北野 徹訳
ローマ帝国に征服された都市は、何らかの形で首都ローマを模倣する。ギリシア・ロー
マ学の碩学によりあらわされた本書は、図版も多数収録された、古代都市ローマの
格好のガイドブック。 定価1134円（本体1050円）　05767-4

中国の外交	 Q769

フランソワ・ジョワイヨー著　中嶋嶺雄、渡邊啓貴訳
新しい世界秩序構築に向けて、中国はどのような外交政策を展開するのか。1949年
の中華人民共和国成立から今日にいたる複雑な中国外交の軌跡を明快に論じ、今後
の展望に資する、基本的解説書。 定価1027円（本体951円）　05769-8

ベルギー史	 Q790

ジョルジュ＝アンリ・デュモン著　村上直久訳
フランドル芸術を育み、「欧州の十字路」として独自の商工業や文化を発達させてき
た世界でも珍しい君主制連邦国家ベルギー王国の歴史を、地理的に詳説し、文化的
側面から活写する。 定価1134円（本体1050円）　05790-2
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イスパノアメリカの征服	 Q665

マリアンヌ・マン＝ロト著　染田秀藤訳
スペインの新大陸征服に関する著作は数多いが、本書は古典的史料と共に原住民側
の史料をも利用し、かつ最近の研究成果をふまえて、征服の新しい解釈を試みた優
れた概説書である。 定価1027円（本体951円）　05665-3

ガリカニスム	─フランスにおける国家と教会	 Q684

エメ＝ジョルジュ・マルティモール著　朝倉 剛、羽賀賢二訳
古来の自由を標榜するガリカン教会（フランス教会）とローマ教皇（庁）、そしてフ
ランス王権と教皇権との対立というフランス史・西洋史を知る上で不可欠の問題点
を解明する。 定価1027円（本体951円）　05684-4

言語の地理学	 Q689

ロラン・ブルトン著　田辺 裕、中俣 均訳
地域地理学の立場に立って、諸言語の分布と運動論、言語を支える人間的・社会的
基盤についてグローバルな視野に立つ見取り図を作成したすぐれた文化誌。地図 ･
図版多数収録。 定価1027円（本体951円）　05689-9

古代エジプト	 Q713

ジャン・ヴェルクテール著　大島清次訳
長大なナイルの地理的条件から説き起こし、その中流と下流（アフリカ的要素と地
中海的要素）の宿命的な葛藤をとおして、古代エジプトの歴史と文化の本質に迫る。
 定価1027円（本体951円）　05713-1

フランスの民族学	 Q719

ジャン・キュイズニエ、マルティーヌ・セガレン著　樋口 淳、野村訓子訳
さまざまな言語と民族をかかえたフランス。民俗学と民族学の歴史をたどりながら、
「単一文化幻想を打ちこわし、多様性をいかに発見するか」という課題に答え、異文
化のせめぎ合う実像に迫る。 定価1027円（本体951円）　05719-3

バルト三国	 Q724

パスカル・ロロ著　磯見辰典訳
世界の注目を集めているバルト 3国の歴史・文化・経済を簡明にまとめた著作。独
立の過程と今後の課題と展望を理解するのに役立つばかりでなく、バルト 3国の全
体像が把握できよう。 定価1134円（本体1050円）　05724-7

スペイン史	 Q731

ピエール・ヴィラール著　藤田一成訳
アフリカとヨーロッパ、大西洋と地中海のあいだに位置し、諸文明が出会う十字路
として独自の発展を遂げたこの国の、ローマ支配下の時代からフランコ死後の民主
化の過程までを描く。 05731-5　品切
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スロヴェニア	 Q827

ジョルジュ・カステラン、アントニア・ベルナール著　千田 善訳
南スラヴ系民族国家のなかでも西欧の影響を色濃くとどめているスロヴェニア。本
書は、その歴史・経済・文化を項目別に紹介する。「文学的民族」の国＝スロヴェニ
ア案内の決定版！ 05827-5　品切

クロアチア	 Q828

ジョルジュ・カステラン、ガブリエラ・ヴィダン著　千田 善、湧口清隆訳
ユーゴスラヴィアからの独立以降、ボスニアをめぐる民族紛争の鍵を握ったクロア
チア。本書は、豊かな歴史的遺産を抱える国家の成立背景を解説する。クロアチア
案内の決定版！ 05828-2　品切

クローヴィス	 Q831

ルネ・ミュソ＝グラール著　加納 修訳
5世紀末から 6世紀にかけてガリアの地を征服したクローヴィス。フランク族の来
歴と彼の生涯をたどり、「フランスにおける最初の国王」の実像に迫る。首都パリが
誕生する時代を活写。 定価1027円（本体951円）　05831-2

プランタジネット家の人びと	 Q834

アンリ・ルゴエレル著　福本秀子訳
エニシダの紋章で知られる「けんか好きな王家」─プランタジネット家は、イン
グランドとフランスをまたにかけ、ヨーロッパ中世の貴族社会を育んだ。彼らの栄
華盛衰の物語を活写。 定価1027円（本体951円）　05834-3　★

コモロ諸島	 Q842

エルヴェ・シャニュー、アリ・ハリブ著　花渕馨也訳
アフリカ大陸とマダガスカル島に挟まれた、4つの小さな島々─「生きた化石」シー
ラカンスで名高いコモロ諸島。その地理・自然環境および歴史を詳しく語り、コモ
ロ社会を描き出す。 定価1027円（本体951円）　05842-8

新版	パリの歴史	 Q853

イヴァン・コンボー著　小林 茂訳
世界で最も完璧な町─パリの市民の政治動向は、いかに「町づくり」に反映され
ていたか？　都市空間の変遷と各時代の表情とを、手際よく展望。あなたの旅行を
豊かにするための 1冊。 05853-4　品切

インディヘニスモ	─ラテンアメリカ先住民擁護運動の歴史	 Q856

アンリ・ファーヴル著　染田秀藤訳
中南米大陸の歴史を貫くインディヘニスモ。植民地時代の原始信仰が西欧の思潮に
もまれるさまを概説し、そこから生まれた文学・芸術・政策の紹介を通して、グロー
バル化時代を展望。 定価1027円（本体951円）　05856-5

闘牛への招待	 Q810

エリック・バラテ、エリザベト・アルドゥアン＝フュジェ著　管 啓次郎訳　旦 敬介序文
動物愛護の観点からすれば弁護の余地のない競技─闘牛に、われわれはなぜ魅了
されるのか？　闘牛の起源、歴史的・地理的展開、技巧や美学的・芸術的側面につ
いて詳解する小百科。 定価1027円（本体951円）　05810-7

ポエニ戦争	 Q812

ベルナール・コンベ＝ファルヌー著　石川勝二訳
フェニキア人の植民市カルタゴが、百戦錬磨の連邦国家ローマを相手に、3度、戦
いを挑む。ハンニバルの活躍とともに記憶される悲運の物語。古代地中海の覇権争
いの顚末を詳細に描く。 定価1134円（本体1050円）　05812-1

ヴェルサイユの歴史	 Q813

リュック・ブノワ著　瀧川好庸、倉田 清訳
パリ郊外に幾何学的な美を持ち込んだルイ王朝─王様にとって「家を建てる」と
はどういうことなのか？　絢爛豪華な宮殿ができあがるまでを歴史的に正しく物語
る「観光案内」の書。 定価1027円（本体951円）　05813-8

ハンガリー	 Q814

ヤーノシュ・サーヴァイ著　南塚信吾、秋山晋吾訳
バルトークやコダーイといった現代音楽家が民族の魂を調べにのせた国はブダペス
トなる中欧最大級の都市を擁する。「ヨーロッパの心臓」とも呼ばれるハンガリーの
見方を濃縮した案内書。 定価1134円（本体1050円）　05814-5　★

コルシカ島	 Q816

ジャニーヌ・レヌッチ著　長谷川秀樹、渥美 史訳
フランス領として地中海に孤絶する「最後の楽園」─コルシカ島の歴史的諸相を
たどり、コルシカ人気質を解明する本書は、観光旅行を味わい深くしてくれる、コ
ルシカ案内の決定版。 定価1027円（本体951円）　05816-9

戦時下のアルザス・ロレーヌ	 Q819

ピエール・リグロ著　宇京賴三訳
1939～ 1945年、共産主義とナチズムに踏みにじられたフランスとドイツとの国境
地帯を、豊富な資料をもとに臨場感あふれる文体で再現。教科書が教えない歴史へ
のアプローチ。 定価1027円（本体951円）　05819-0

ヴェネツィア史	 Q825

クリスチャン・ベック著　仙北谷茅戸訳
イタリア半島の付け根に位置する水の都─ヴェネツィアの歴史を、その起源から
今日まで政治・経済・文化の諸相にたどる。芸術家たちをも魅惑してやまない都市
へのオマージュ。 05825-1　品切
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アウグストゥスの世紀	 Q872

ピエール・グリマル著　北野 徹訳
アウグストゥスが切り開いた時代は、パックス・ロマーナ（ローマにおける恒久的
平和）と称される。本書は、歴史考古学、文学、美術などの多角的な視座から徹底
的に論じてゆく。 定価1027円（本体951円）　05872-5

悪魔の文化史	 Q876

ジョルジュ・ミノワ著　平野隆文訳
４千年ものあいだ生きながらえてきた悪魔が、神や権力に対する抵抗のシンボルと
なってゆくさまを詳解。文学・映画・音楽など親しみやすい切り口からも語る、悪
魔史入門の決定版。 定価1134円（本体1050円）　05876-3

ジョージ王朝時代のイギリス	 Q879

ジョルジュ・ミノワ著　手塚リリ子、手塚喬介訳
歴代の「4人のジョージ」が英国に君臨したハノーヴァ朝は、18世紀の産業革命の
背景となった。その時代を、政治・経済・科学・文学・建築など諸側面から描く、
生彩あふれる歴史書。 定価1027円（本体951円）　05879-4

聖王ルイの世紀	 Q882

アラン・サン＝ドニ著　福本直之訳
十字軍遠征などの功績により列聖された、フランス国王─ルイ 9世は、13世紀の
平和を追求した。彼の生涯と当時の社会を紹介する。中世の理想的君主がわかる、
西洋史の基礎知識。 定価1027円（本体951円）　50882-4

皇帝ユスティニアヌス	 Q883

ピエール・マラヴァル著　大月康弘訳
かつての地中海世界を取り戻そうとした、6世紀のビザンツ皇帝─ユスティニア
ヌスは、西欧法体系の礎『ローマ法大全』を完成させた。その多彩な事績を示す、
信頼のおける歴史書。 定価1134円（本体1050円）　50883-1

古代ローマの日常生活	 Q885

ピエール・グリマル著　北野 徹訳
ローマ創建から 3世紀初頭までの約千年を 4期に分け、各時代の思潮を踏まえなが
ら、衣食住・教育・旅行・冠婚葬祭などをはじめ生活全般について解説する。古代ロー
マ生活史の決定版。 定価1296円（本体1200円）　50885-5

バビロン	 Q889

ベアトリス・アンドレ＝サルヴィニ著　斎藤かぐみ訳
古代メソポタミアの聖なる都市─バビロンは、「バベルの塔」の神話を生み、作家
や芸術家を触発してきた。空中庭園などの建築物を中心に、当時の宗教・祭礼・宇
宙観について解説する。 定価1027円（本体951円）　50889-3

— 62 —

アルジェリア近現代史	 Q857

シャルル＝ロベール・アージュロン著　私市正年、中島節子訳
地中海をはさんで南仏に臨む、北アフリカの広大な共和国─アルジェリアの歴史
を、フランスによる植民地支配との関わりから詳細に解説。巻末には「地図・年表・
索引」を付した。 定価1134円（本体1050円）　05857-2

ガンジーの実像	 Q858

ロベール・ドリエージュ著　今枝由郎訳
非暴力や菜食主義で有名なインドの「聖人」─ガンジーとは何者だったのか？　
彼の生涯をたどり、その思想をテーマ別に解説。スキャンダラスな政治家として読
み解く、決定版の評伝。 定価1134円（本体1050円）　05858-9

アレクサンドロス大王	 Q859

ピエール・ブリアン著　田村 孝訳
アレクサンドロス大王の遠征行を概説しながら、彼が関与した事績を当時の東方世
界をめぐる状況のなかに位置づけて考察してゆく。ヘレニズム研究の第一人者によ
る、頼もしい歴史書。 定価1134円（本体1050円）　05859-6

多文化主義とは何か	 Q861

アンドレア・センプリーニ著　三浦信孝、長谷川秀樹訳
多民族国家アメリカで過熱化した、「差異」共存の思想─多文化主義の歴史的背景
を解説。PC（政治的な正しさ）が求められる言語使用の問題をはじめ、卓抜な視座
をもって語る社会学。 定価1296円（本体1200円）　05861-9

百年戦争	 Q864

フィリップ・コンタミーヌ著　坂巻昭二訳
1337年から 1453年にかけて、英仏の王家間で異常な長さにわたって繰り返された
戦争の歴史を、その起源からジャンヌ・ダルク処刑裁判を経て終結するまで、詳しく、
わかりやすく解説。 定価1027円（本体951円）　05864-0　★

ヴァイマル共和国	 Q865

リタ・タルマン著　長谷川公昭訳
第 1次大戦後の 1919年、新憲法の制定をもって始動したヴァイマル共和国。ヒトラー
の独裁政治で終焉させられるまでの 14年間にわたる沿革を、政治・経済・思想・文
化の諸側面から紹介。 定価1027円（本体951円）　05865-7

ビザンツ帝国史	 Q870

ポール・ルメルル著　西村六郎訳
ビザンチオン（現イスタンブール）を首都とした帝国が、東のローマとして誕生し
てから陥落するまでを概説。キリスト教徒と異民族の「文明の衝突」を活写した、
世界史の基礎知識。 定価1134円（本体1050円）　05870-1　★
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フランスの温泉リゾート	 Q906

フィリップ・ランジュニュー＝ヴィヤール著　成沢広幸訳
ミネラル・ウォーターで有名なエヴィアン、ヴィッテル、そしてエクス・レ・バンなど、
フランスには 100を超える温泉地がある。その歴史と特徴、経済効果などを総合的
に案内。 定価1027円（本体951円）　50906-7

現代中央アジア	─イスラム、ナショナリズム、石油資源	 Q911

オリヴィエ・ロワ著　斎藤かぐみ訳
草原のテュルク系民族がペルシア・イスラム文明と交わった空間─中央アジアで
は、ソ連崩壊後、相次いで共和国が独立した。ソ連時代の政策を経て、独立後の各
国の政治・経済を解説。 定価1027円（本体951円）　50911-1　★

フランス中世史年表		─ 四八一〜一五一五年	 Q913

テレーズ・シャルマソン著　福本直之訳
フランク王国の初代国王クロヴィスの即位から、フランソワ一世の即位までをとり
あげ、政治的出来事、宗教的・文化的事項の記載と併せて、関連する逸話や社会背
景について解説する。 定価1134円（本体1050円）　50913-5

クレオパトラ	 Q915

クリスティアン＝ジョルジュ・シュエンツェル著　北野 徹訳
ローマの有力者を次々と手玉にとった魅惑の女王――クレオパトラの実像にせまる。
伝説の紹介とともに、歴史的事実としての人物像を、古銭や碑文などの考古学資料
から解明する。 定価1134円（本体1050円）　50915-9

新版	ジプシー	 Q918

ニコル・マルティネス著　水谷 驍、左地亮子訳
タロット占いやジプシーダンスなどの神秘的イメージとともに、インド起源の放浪
民族と捉えられてきたジプシー（ロマ）。解明されつつある実像を、歴史、生活、伝
統などから紹介する。 定価1134円（本体1050円）　50918-0

増補新版	朝鮮史	 Q922

李玉著　金容権訳
アジア大陸の文化と英知が蓄積される豊饒の地―朝鮮は、度々外敵の侵略を受け
たが、それを打ち砕いて類稀な歴史を築いてきた。「補遺」で六者協議再開までを補っ
た待望久しい新版。 定価1296円（本体1200円）　50922-7

フランス・レジスタンス史	 Q925

ジャン＝フランソワ・ミュラシオル著　福本直之訳
第二次大戦時のフランスで、ナチスによる支配とその傀儡ヴィシー政権に抗する英
雄的な闘いを展開した人びとの活動の全貌を解説。機構・運動体・地下組織・出版
物の充実した一覧付き。 定価1134円（本体1050円）　50925-8
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チェチェン	 Q890

パトリック・ブリュノー、ヴィアチェスラフ・アヴュツキー著　萩谷 良訳
カスピ海と黒海に挟まれ、グルジアの北に位置する小国─チェチェンは、いまだ
和平への道を見出せない。ロシアに侵攻された歴史、石油産業や宗教について解説し、
紛争の本質に迫る。 定価1027円（本体951円）　50890-9

カタルーニャの歴史と文化	 Q896

ミシェル・ジンマーマン、マリ＝クレール・ジンマーマン著　田澤 耕訳
バルセロナを州都とする、スペイン北東部の自治州─カタルーニャは、かつて一
大地中海帝国であった。本書は、民族的アイデンティティー確立の歴史と、その豊
かな文化を紹介する。 定価1296円（本体1200円）　50896-1

お風呂の歴史	 Q897

ドミニック・ラティ著　高遠弘美訳
庶民が集う蒸気風呂、王妃アントワネットの浴槽サロン、セーヌ川に浮かぶ船上水
浴場……かつて西洋には、かくも豊かなお風呂文化があった。快楽と禁欲の間を移
ろう歴史の全容を語る。 定価1027円（本体951円）　50897-8　★

フランス領ポリネシア	 Q898

エマニュエル・ヴィニュロン著　管 啓次郎訳
南太平洋東部に浮かぶ約 130の島からなる仏領ポリネシアは、観光地タヒチで知ら
れている。旅行者を惹きつける風土、核実験場や本国との関係ぬきには語れない経
済事情などを紹介。 定価1027円（本体951円）　50898-5

ローマの起源	─神話と伝承、そして考古学	 Q902

アレクサンドル・グランダッジ著　北野 徹訳
狼に育てられたというロムルスとレムスの伝説をはじめ、ローマ草創期をめぐる伝
承が、近年の発掘調査によって解明されてきている。推論を極力排し、ヨーロッパ
の原点に迫る解説書。 定価1027円（本体951円）　50902-9

石油の歴史	─ロックフェラーから湾岸戦争後の世界まで	 Q903

エティエンヌ・ダルモン、ジャン・カリエ著　三浦礼恒訳
石油の本格的採掘は、1859年に米国で始まった。それにつづく企業の創設、巨大多
国籍化、国有化、買収などの国際石油資本の変遷を辿る。2006年までの動向を押さ
えた補遺も収録。 定価1296円（本体1200円）　50903-6

カザフスタン	 Q904

カトリーヌ・プジョル著　宇山智彦、須田 将訳
ユーラシアの中心に位置し、世界第 9位の広い国土を擁する共和国─カザフスタ
ンは、豊かな鉱物資源の開発により著しい経済成長を続けている。風土・歴史・政治・
経済・外交を紹介。 定価1027円（本体951円）　50904-3
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大聖堂	 Q943

パトリック・ドゥムイ著　武藤剛史訳
建築様式と施工方法の変遷から説き起こし、その管理や運営にあたる人びとの活動、
棟梁の仕事ぶり、社会において果たしてきた役割、そこで営まれている暮らしなど、
多面的に解説する。 定価1134円（本体1050円）　50943-2

ハドリアヌス帝	─文人皇帝の生涯とその時代	 Q945

レモン・シュヴァリエ、レミ・ポワニョ著　北野 徹訳
ローマ帝国五賢帝の三番目、ハドリアヌス帝は、政治・法律・文化などのあらゆる
面で帝国の統合をすすめた。その業績と人物像を、史料にもとづいて解説する。地図・
系図・年表も充実。 定価1134円（本体1050円）　50945-6

ディオクレティアヌスと四帝統治	 Q948

ベルナール・レミィ著　大清水 裕訳
紀元後 3世紀、危機的状況にあったローマ帝国を立て直し、さらに数百年間存続さ
せることを可能にした改革事業と、四帝統治体制の成立から結末までを、近年の研
究に基づいて解説。 定価1134円（本体1050円）　50948-7

ナポレオン三世	 Q951

ティエリー・ランツ著　幸田礼雅訳
疑惑の出自、脱獄、亡命を経て、強引な国民投票で 1852年に大統領から皇帝にのし
あがったルイ＝ナポレオン。ながらく評価されることのなかったその統治と人物像に
ついて解説する。 定価1134円（本体1050円）　50951-7

ガリレオ	─伝説を排した実像	 Q959

ジョルジュ・ミノワ著　幸田礼雅訳
78年にわたる、栄光と失意の生涯を、書簡や著書の引用によって裏づけながら辿っ
てゆく。さらに、没後 350年を経て、1992年の教皇による名誉回復までの歩みを紹
介する。 定価1134円（本体1050円）　50959-3

100の地点でわかる地政学	 Q962

パスカル・ゴーション、ジャン＝マルク・ユイスー編　オリヴィエ・ダヴィド他著　斎藤かぐみ訳
今、世界で最も重要と考えられる 100の場所を解説。パワーを発する都市、勢力図
が織り成される空間、制圧の標的となる場所、権力の対決が生んだ紛争地の４つに
分類して紹介。 定価1296円（本体1200円）　50962-3

100語でわかる中国	 Q964

アンドレ・チエン、ジャン＝ポール・ベトベーズ著　井川 浩訳
麻雀や風水から資産監督管理委員会まで─変化いちじるしい中国を多方面から紹
介。地理的特徴に始まり、激動の歴史、多様な文化、経済の現状、格差社会などの
課題について解説。 定価1134円（本体1050円）　50964-7
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ヘレニズム文明	─地中海都市の歴史と文化	 Q928

ポール・プティ、アンドレ・ラロンド著　北野 徹訳
アレクサンドロス大王死去からローマのエジプト併合まで、ヘレニズム時代におけ
る政治・経済・社会を概観。アテナイ、ロドス、デロスなどの主要都市についての
解説が当時を活写。 定価1134円（本体1050円）　50928-9

エトルリア人	─ローマの先住民族　起源・文明・言語	 Q932

ドミニク・ブリケル著　平田隆一監修　斎藤かぐみ訳
紀元前 9世紀以降、イタリア中央部で繁栄し、ローマ帝政期に衰退した先住民族
―エトルリア人についてはいまだ謎が多い。近年着実に発展をとげたエトルリア
学の研究成果と現況を解説。 　50932-6　品切

カルタゴの歴史	─地中海の覇権をめぐる戦い	 Q935

マリア＝ジュリア・アマダジ＝グッゾ著　石川勝二訳
ローマ帝国と果敢に戦って滅亡した悲運の都市国家カルタゴ。その歴史、政治組織、
軍制、社会、文化、宗教などを解説する。20世紀の発掘成果も取りいれた、古代地
中海史の入門書。 定価1134円（本体1050円）　50935-7

ビザンツ文明	─キリスト教ローマ帝国の伝統と変容	 Q937

ベルナール・フリューザン著　大月康弘訳
ローマ帝国を引き継ぎ、キリスト教を国家宗教としたビザンツ帝国。その首都コン
スタンティノープルの建設から、帝国崩壊にいたるまでの一千年にわたるビザンツ
文明の変容を解説。 定価1134円（本体1050円）　50937-1　★

チベット	─危機に瀕する民族の歴史と争点	 Q938

クロード・B・ルヴァンソン著　井川 浩訳
世界の屋根と称され、長いあいだ雲上の別世界だったチベットは、おしつけられる
近代化に直面している。その歴史とともに、インドなど近隣諸国との複雑な関係を
わかりやすく解説。 定価1134円（本体1050円）　50938-8

メロヴィング朝	 Q939

レジーヌ・ル・ジャン著　加納 修訳
メロヴィング朝（481～ 751年）は、フランク族を統一したクローヴィスにより開
かれた。本書は、その政治史、キリスト教の浸透の様子、家族や親族関係の独自の
あり方を解説。 定価1134円（本体1050円）　50939-5

アクシオン・フランセーズ	─フランスの右翼同盟の足跡	 Q942

ジャック・プレヴォタ著　斎藤かぐみ訳
ドレフュス事件を契機に組織された、「フランスの行動」を意味する国粋主義同盟。
文化面では古典文芸復興運動をもたらし、二十世紀フランス政治思想に刻印を残し
た政治流派の実像。 定価1134円（本体1050円）　50942-5
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新版	ローマ共和政	 Q986

フランソワ・イナール著　石川勝二訳
王政と帝政にはさまれた特殊な 500年間。全市民が政治に関与するための身分闘争が起
こり、ラテン人・ギリシア人などとの対外戦争が盛んだった。他方で文学など文化が芽
生え、戦争で得た富は建築ブームをもたらした。 定価1296円（本体1200円）　50986-9

100語でわかる西欧中世	 Q988

ネリー・ラベール、ベネディクト・セール著　高名康文訳
「薔薇の香りと血の匂い」とが交じり合う中世独特の雰囲気をキーワードから解説。
また、人びとがどのように考えていたかに注目し、中世を生きた世界として感じる
ことのできる解説書。 定価1296円（本体1200円）　50988-3

ペリクレスの世紀	 Q993

ジャン＝ジャック・マッフル著　幸田礼雅訳
紀元前 5世紀の古代ギリシア、周囲に権力をふるいながらアテネの最盛期を築き上げ、文学や
芸術にも貢献した政治家。雄弁家としても知られ、その格調高い演説は名言として今に伝わる。
古典主義時代の文化的繁栄をも感じ取れる概説書。 定価1296円（本体1200円）　50993-7

第五共和制	 Q995

ジャン＝フランソワ・シリネッリ著　川嶋周一訳
ド・ゴールが統治した 1958年から現在までの政治文化史を解説。左・右派異なる指
導者が大統領と首相に就く「コアビタシオン」の時代、極右勢力の台頭など混乱を
招いた経緯を解析。 定価1296円（本体1200円）　50995-1

第一次世界大戦	 Q1001

ジャン = ジャック・ベッケール著　幸田礼雅訳
誰もが大戦争になるとは予想していなかった。フランスの大戦研究の第一人者が、
史上初の総力戦にまでなった経緯、その全容に迫る。
 定価1296円（本体1200円）　51001-8

クレタ島	 Q1004

ジャン・テュラール著　幸田礼雅訳
ヨーロッパ・アジア・アフリカ大陸から等距離に位置するクレタ島。古代ミノア文
明から第二次世界大戦まで、波乱に富んだ歴史を辿る。
 定価1296円（本体1200円）　51004-9

古代ローマの女性たち	 Q1005

ギイ・アシャール著　西村昌洋訳
王政期から帝政前期までの政治体制や社会の変化と関連づけながら、その時代を生
きた女性の地位やあり方を描きだす。
 定価1296円（本体1200円）　51005-6
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アルジェリア戦争	─フランスの植民地支配と民族の解放	 Q966

ギー・ペルヴィエ著　渡邊祥子訳
フランス領からの脱植民地化を、内乱という位置づけではなくアルジェリア人によ
る戦争という観点から記述。単なる解放戦争史ではなく、ポスト・コロニアリズム
論も意識した解説書。 定価1296円（本体1200円）　50966-1　★

コンスタンティヌス	─その生涯と治世	 Q967

ベルトラン・ランソン著　大清水 裕訳
キリスト教を認め、自ら信徒となった初のローマ皇帝。キリスト教信仰が前面に出
る傾向があるが、新都創建につながる多くの建設事業を手掛けるなど皇帝としての
施策の評価も記述。 定価1296円（本体1200円）　50967-8

ローマ帝国	─帝政前期の政治・社会	 Q974

パトリック・ル・ル著　北野 徹訳
一般的なローマ史では、皇帝の事績を年代順に叙述することが多いなか、本書では
帝政前期をテーマごとに解説。また、あまり触れられることのない東方の情勢につ
いても随所で記述。 定価1296円（本体1200円）　50974-6

イタリアの統一	 Q979

ポール・ギショネ著　幸田礼雅訳
「武力を奪われ、寸断され、鎖につながれ、無力化した」イタリアを「徳高く、大ら
かで自由な一つの国」にしようと発生したリソルジメント（統一と解放）運動。そ
の意義と解釈を説明。 定価1296円（本体1200円）　50979-1

古代末期	─ローマ世界の変容	 Q981

ベルトラン・ランソン著　大清水 裕、瀧本みわ訳
3～ 6世紀の地中海世界（末期ローマ帝国）を衰退期とみなすのではなく、新たな
社会が生まれた時代としてとらえている。古代から中世への変遷を行政、宗教、芸
術面など多角的に叙述。 定価1296円（本体1200円）　50981-4

ショアーの歴史	─ユダヤ民族排斥の計画と実行	 Q982

ジョルジュ・ベンスサン著　吉田恒雄訳
ヨーロッパにおけるユダヤ人の集団抹殺。該当者の特定、資産没収、監禁、収容所
への移送など、その〈最終的解決〉の経緯をたどる。連合国・中立国・ドイツ国内
の反応についても言及。 定価1296円（本体1200円）　50982-1

シチリアの歴史	 Q985

ジャン・ユレ著　幸田礼雅訳
北にティレニア海、東はイオニア海とギリシア、西はアフリカ海岸に面し、地中海
の経済・文化的交流において重要な位置を占めてきたシチリア。変化に富んだ島の
特徴や経済についても解説。 定価1296円（本体1200円）　50985-2　★



— 70 —

■歴史・地理・民族（俗）学■
文庫クセジュ

— 71 —

■社会科学■
文庫クセジュ

— 71 —

売春の社会学	 Q357

J ＝ G・マンシニ著　寿里 茂訳
豊富な資料を背景に、世界各国における売春ならびに売春組織の実態を明らかにし、
人間社会における古くてかつ新しい売春という問題を社会科学の視点から扱い、そ
の本質を説く。 定価1027円（本体951円）　05357-7

性関係の歴史	 Q396

アンドレ・モラリ＝ダニノス著　篠沢秀夫訳
政治も戦争も金銭も、秘められたエロスに仕える道具にすぎない─著者は性がい
かに強力に歴史を導いてきたかを説き、人間活動の規範である宗教や民話等にいか
に性的なものが反映されているかを明かす。 定価1027円（本体951円）　05396-6

社会学の方法	 Q483

レイモン・ブードン著　宮島 喬訳
複雑な社会的現実に対応し、社会学の方法の多様化と精緻化が要求されている。著
者は定量的方法と定性的方法を軸に社会学の方法の論理を追究し、社会学研究の方
向づけを探る明晰な方法試論。 定価1027円（本体951円）　05483-3

中国人の生活	 Q616

ミシェル・ジャン著　小川特明訳
社会体制から生活のすみずみにまでいたる全体的な改革のなかで、中国の人びとは
日々どのように生活し、何を考え感じているのか。これは、変貌しつつある現代中
国の暮らしの報告書である。 定価1027円（本体951円）　05616-5

女性の権利	─その歴史と現状	 Q654

ネー・バンサドン著　池田節雄訳
古代から今日にいたる女性の地位とその変遷を語り、世界各国の女性の権利の現状
を比較し、論じている本書は、単なる女性解放史ではなく、1つの文明論としての
女性の歴史を分析している。 定価1027円（本体951円）　05654-7

国際人道法	 Q693

モーリス・トレッリ著　斎藤恵彦訳
国際赤十字と切っても切り離せないジュネーブ国際人道法を理解するための格好の
入門書。地域的武力衝突の絶えない現代にあって、世界平和に向けて何が可能なの
かを考察する。 定価1027円（本体951円）　05693-6　★

第三世界	 Q717

エドモン・ジューヴ著　高演義訳
反第三世界主義の誤りを明快に論駁し、第三世界の歴史的・国際的位置づけを行なっ
た本書は、長いあいだ「東西対立」型の思考に馴れてきたわれわれにとって示唆に
富む 1冊である。 定価1027円（本体951円）　05717-9
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文明の交差路としての地中海世界	 Q1007

ブーシュラ・ラムゥニ・ベンヒーダ、ヨゥン・スラウィ著　吉田 敦訳
地中海世界を地政学的に位置づけ、経済的な特質を析出しつつ、地中海地域に通底
する世界観や基本的特徴を理解するための１冊。
 定価1296円（本体1200円）　51007-0

近東の地政学	─イスラエル、パレスチナ、近隣のアラブ諸国	 Q1011

アレクサンドル・ドゥフェ著　幸田礼雅訳
肥沃の三日月地帯、文明の揺籃の地、三大一神教の聖地とよばれるこの地域の地理
的空間の特質をその歴史とともに考える。
 定価1296円（本体1200円）　51011-7

『百科全書』	 Q1014

マドレーヌ・ピノー 著　小嶋竜寿訳
本文・図版をあわせ全 28巻におよぶ『百科全書』。出版に携わる人々、時代背景、数々
の告発事件、各版の内容などをまとめた入門書。
 定価1296円（本体1200円）　51014-8
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エスニシティの社会学	 Q847

マルコ・マルティニエッロ著　宮島 喬訳
イスラム世界において聖戦が唱えられ、ルワンダやボスニアで民族紛争が苛烈をき
わめた背景にある、エスニシティの問題。その概念を、宗教やナショナリズムとの
関連において検証する。 定価1027円（本体951円）　05847-3

ＮＧＯと人道支援活動	 Q887

ギヨーム・ダンドロー著　西海真樹、中井愛子訳
国境なき医師団や赤十字に代表される非政府組織─ NGOは、紛争地域、災害被
災地における頼みの綱である。カンボジア、ソマリア、ルワンダなどでの実情をも
とに有効な支援を探る。 定価1027円（本体951円）　50887-9

世界遺産	 Q888

ドミニック・オドルリ、ラファエル・スシエ、リュック・ヴィラール著　水嶋英治訳
グレート・バリア・リーフ、京都の文化財、マチュピチュ……世界遺産は、人類共
通の宝である。文化と自然をともに保護するという理念と、登録システムや関連条
約について紹介する。 定価1027円（本体951円）　50888-6

インターポール	─国際刑事警察機構の歴史と活動	 Q893

マルク・ルブラン著　北浦春香訳
映画や劇画をとおして、秘密捜査官というイメージがつきまとうインターポール
─国際刑事警察機構は、国際犯罪の情報収集・交換のネットワークである。その
歴史や機能・活動を解説。 定価1027円（本体951円）　50893-0

フーリガンの社会学	 Q894

ドミニック・ボダン著　陣野俊史、相田淑子訳
サッカーに群がる、欲求不満な暴徒ども─フーリガンは、希望格差社会の申し子
か？　本書は、メディアが作りあげた集団像を問い直し、その群集心理や祝祭化の
メカニズムを解明する。 定価1027円（本体951円）　50894-7

拡大ヨーロッパ	 Q899

ジャン＝ドミニック・ジュリアーニ著　本多 力訳
25カ国体制になった欧州連合。その統合の基盤である欧州憲法の条約否決やトルコ
の加盟問題で統合が失速している。本書は、加盟プロセスと今後の展望と課題をわ
かりやすく解説する。 定価1027円（本体951円）　50899-2

教育の歴史	 Q917

ジャン・ヴィアル著　高村昌憲訳
少子化の時代をむかえ、ますます教育の質が問われている。本書は、古代から現代
にわたって世界中の様々な地域における教育の歴史を紹介し、これからの教育を考
えるヒントを提供する。 定価1134円（本体1050円）　50917-3
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フェミニズムの世界史	 Q740

アンドレ・ミシェル著　村上眞弓訳
先史時代から現代にいたるまでの各時代と社会における女性の条件を、男性の地位・
権力との関係で考察し、それらにもとづいて独自のフェミニズム理論、女性解放の
理論を展開する野心作。 定価1027円（本体951円）　05740-7

社会学の言語	 Q744

ジャック・エルマン著　原山 哲、樋口義広訳
サイバネティックス理論やゲーム理論、バルト、ドゥルーズ、ブルデューといった、
構造主義以降の現代思想をも援用しながら、社会学のさまざまな言語とその潮流を、
範疇別に概説する。 定価1027円（本体951円）　05744-5

労働法	 Q746

ミシェル・デスパックス著　神尾真知子、野間 賢訳
ポスト・バブルの労使の行方を見すえるためにも、本書では、フランスにおける労
働法の歴史＝立法者による介入の歴史を概説する。なお、巻末にはフランスの労働
立法略史を付した。 定価1027円（本体951円）　05746-9

ジャーナリストの倫理	 Q786

ミシェル・マティアン著　松本伸夫訳
加速された文化のなかで「消費される情報」を報道する者─ジャーナリストとい
う職業の倫理を、フランスにおける歴史に即しながら問い質す本書は、マスコミ関
係者 ･志願者必携の書。 定価1027円（本体951円）　05786-5

象徴系の政治学	 Q787

リュシアン・スフェーズ著　田中恒寿訳
政治は象徴に関わるという観点から「政治的象徴」の理論 ･実践 ･未来像を提示す
る本書は、諸科学の最新情報を援用しつつ、政治をポピュラー・サイエンス並みの
面白さで解説する。 定価1027円（本体951円）　05787-2

トクヴィル	 Q824

ジャック・クーネン＝ウッター著　三保 元訳
画期的な名著『アメリカの民主主義』『旧体制と革命』によって、社会学的思考の規
範を示した政治学者、トクヴィル。その理論を詳細に分析し明快に体系化した、コ
ンパクトな概説書。 定価1027円（本体951円）　05824-4

ヨーロッパの超特急	 Q845

エリック・シノッティ、ジャン＝バティスト・トレブル著　湧口清隆訳
TGV、AVE、ICE、ユーロスター、タリス─ヨーロッパの主要都市を結ぶ超特急列
車たち。その歴史的背景や技術的成果を詳解。EUの鉄道状況がまるごとわかる、必
読の 1冊。 定価1027円（本体951円）　05845-9
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モラル・ハラスメント	─職場におけるみえない暴力	 Q1010

マリー＝フランス・イルゴイエンヌ著　大和田敢太訳
本書では、職場のいじめをモラル・ハラスメントとして位置づけ、実効的な規制制度と救
済制度の確立を提唱する。諸外国での取り組みを紹介しつつ、職場のいじめ問題について
解説。日本の現状についても言及する。 定価1296円（本体1200円）　51010-0
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世界最大デジタル映像アーカイブ	I
イ ナ

NA	 Q919

エマニュエル・オーグ著　西 兼志訳
INA（フランス国立視聴覚研究所）が進める先端的かつ壮大な事業を紹介。インター
ネットを通じての映像資料の公開までの道のりと、今後の展望を解説。放送、映像
関係者の必読書。 定価1134円（本体1050円）　50919-7

テロリズム	─歴史・類型・対策法	 Q926

ジャン＝フランソワ・ゲイロー、ダヴィド・セナ著　私市正年訳
テロリズムは、つねに変化している。その歴史をたどり、定義づけを試み、類型化
することによってテロリズムの正体を見極めるとともに、フランスを中心とした欧
米のテロ対策法を紹介。 定価1134円（本体1050円）　50926-5

フランスにおける脱
ラ イ シ テ

宗教性の歴史	 Q936

ジャン・ボベロ著　三浦信孝、伊達聖伸訳
ライシテとは、宗教上の信条とは関係なく市民としての権利が保証されることであ
る。本書は、革命期からスカーフ禁止法成立までのフランスにおける脱宗教化の道
のりをたどる。 定価1296円（本体1200円）　50936-4

大学の歴史	 Q940

クリストフ・シャルル、ジャック・ヴェルジェ著　岡山 茂、谷口清彦訳
13世紀初め、ボローニャで誕生した大学は、世界中へ広がり、はるかな歴史を継承
してきた。その足跡、制度と役割を解説する。大学をめぐる議論が高まるいま、必
読の解説書。 定価1296円（本体1200円）　50940-1

医療制度改革	─先進国の実情とその課題	 Q946

ブルーノ・パリエ著　近藤純五郎監修　林 昌宏訳
各国の医療制度の歴史をふりかえり、その特徴と問題点を提示。改革の具体的事例
の紹介を通して、改革の選択肢をあきらかにする。元厚生労働事務次官、近藤純五
郎氏による解説も収録。 定価1134円（本体1050円）　50946-3

DNAと犯罪捜査	─各国の現状とデータベースの発展	 Q957

フランソワ＝ベルナール・ユイグ著　安井亜希子訳
DNAの採取・分析方法を紹介し、英国・米国・フランスなどで、データベース化と
国際的データ交換システムがどのように進められてきたかを解説。専門家による日
本の現状も収録。 定価1134円（本体1050円）　50957-9

世界のなかのライシテ	─宗教と政治の関係史	 Q994

ジャン・ボベロ著　私市正年、中村 遥訳
30か国が署名した 21世紀世界ライシテ宣言。文化衝突や宗教対立を乗り越え、人類共生
の原理構築になりうることを示唆。世俗主義を超える広い思想であり、人権をも保障する。
政教分離思想の歴史と世界における歩みを解説。 定価1296円（本体1200円）　50994-4
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睡眠と夢	 Q701

シャルル・ケゼール著　松本淳治監訳　森田雄介訳
睡眠と夢に関する近年の研究成果を充分にとり入れながら、著者は生理学者として
の幅広い視点から、夢を含む眠りをとらえ、その全体像を描き出すことに成功して
いる。図版多数収録。 定価1027円（本体951円）　05701-8

三訂版	薬学の歴史	 Q761

R・ファーブル、G・ディルマン著　奥田 潤、奥田陸子訳
アポティケールと呼ばれた薬剤師の先輩たちが、薬の調製に関して医師と争ってみ
ずからの自治権を確立して以来、薬学は、技術や職業の面から、対社会的にどのよ
うに変遷してきたのか。 定価1027円（本体951円）　05761-2

海の汚染	 Q770

ジェラール・ベラン、ジャン＝マリー・ペレス著　高田治彦訳
原油流出や核廃棄物投棄によるだけでなく、海の汚染は深刻さを増している。汚染
の発生源、汚染物質の影響、汚染の防止対策など、海洋汚染の問題全般を要領よく
解説する《警告》の書。 定価1027円（本体951円）　05770-4

脳はこころである	 Q794

ジャン・ドラクール著　須賀哲夫、中村祐子、中島欣哉訳
現代認知科学と行動学に依拠しつつ、こころと脳の関係を精密に提示。脳とコン
ピュータの誤った類推を糺し、神経回路網モデルで脳とこころの謎を解く。脳死問
題を考えるための必読書。 定価1027円（本体951円）　05794-0

インフルエンザとは何か	 Q795

クロード・アナン著　小野克彦訳
最新のインフルエンザ研究の成果の下、歴史を検証しつつ、その傾向と対策をわか
りやすく解説。インフルエンザウイルスのすべてを明かし、さらなる大流行を予測
する、現代人の必読書。 定価1027円（本体951円）　05795-7

タラソテラピー	─海から生まれた自然療法	 Q797

J ＝ B・ルノーディ著　日下部喜代子訳
ナチュラルな美容・健康法を求めて、人は海に向かう。歴史的成果を繙き、科学的
根拠を示すことで、海水や海藻・海泥を利用する海洋療法に学問的位置づけを与え
ようとする果敢な試み。 定価1027円（本体951円）　05797-1　★

放射線医学から画像医学へ	 Q799

フランソワ・オベール、ジャン＝ピエール・レシー著　細野 眞、細野真理子訳
病院にもデジタル化の波が押し寄せている！　X線、超音波、CTスキャン……と、
放射線医学から画像医学へと発展を重ねてきた「人体内部を透視するための医療技
術」のすべてを解説。 定価1027円（本体951円）　05799-5
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改訂新版	死	 Q60

ポール・ショシャール著　江上不二夫、三浦義彰訳
死を科学的に扱った多面的で実証的な啓蒙書。第 1部で生体の構成と機能面から死
を生理学的に解き、第 2部で高等生物に起こる死の諸段階、事故死、自然死を考察、
生命に対する哲学的概念についても概観。 定価1027円（本体951円）　05060-6

改訳	微生物	 Q110

アンドレ・ボワヴァン著　江上不二夫、板橋美智子訳
微生物の興味深い形態と生理を「細菌とは何か、その生態」「非病源性細菌の重要性」
「病源性細菌に対する防禦法」「ウイルスと生命の最も単純な形態」などのテーマで
平易に概説する。 定価1027円（本体951円）　05110-8

色彩の秘密	 Q165

マルセル・ボル、ジャン・ドゥルニョン著　稲村耕雄、中原勝儼訳
人はなぜ色に感応するのか？　本書は、光学の基本を押さえつつ、絵画における色
彩表現や舞台美術の照明技術まで、身近な色彩の仕組みを解説する。色彩学と照明
工学の権威による本格的な色彩案内。 定価1027円（本体951円）　05165-8

生命のリズム	 Q280

アラン・レンベール、ジャン・ガーター著　松岡芳隆、松岡慶子訳
心臓の搏動、植物の開花期など生命体にはリズムと周期性をもった現象が数多く見
られる。この重要かつ不可思議な現象を、細胞生物学から医学、農学に及ぶ広範囲
な知見をもとにわかりやすく解説する。 定価1027円（本体951円）　05280-8

心の健康	─精神衛生	 Q424

フランソワ・クルーチエ著　吉倉範光訳
都市の過密化、現代生活が生み出すストレスなど、私たちの心の健康は日々むしば
まれている。本書は、第 1部で心の健康の概念を検討し、第 2部ではその健康を獲
得する方法と技術を説く。 定価1027円（本体951円）　05424-6

人類生態学	 Q609

ジョルジュ・オリヴィエ著　河辺俊雄訳
気候、風土などの自然環境、さらに文化、社会、生活条件などの人間環境が、人類
に及ぼす影響を考察し、生態系における複雑にからまりあった相互依存のメカニズ
ムを明らかにする。 定価1027円（本体951円）　05609-7

外科学の歴史	 Q694

クロード・ダレーヌ著　小林武夫、川村よし子訳
中国・インド・エジプトの古代医術から、中世、ルネサンス、現代までの外科学の
変遷を、当時の社会状況と関連づけながら「人間を扱う職業」の本質に迫る。図版
多数・人名索引収録。 定価1296円（本体1200円）　05694-3
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看護職とは何か	 Q895

カトリーヌ・デュボア・フレズネ、ジョルジェット・ペラン著 久世順子、刀根洋子、平尾真智子訳
白衣の天使から健康の実践者へ！　本書は、看護の歴史を辿るとともに、看護職が
法によって専門職として認知されていったフランスを中心に、教育制度や職務内容
の変化について解説する。 定価1027円（本体951円）　50895-4

新版	精神医学の歴史	 Q912

ジャック・オックマン著　阿部惠一郎訳
ピネル、エスキロール、グリージンガー、シャルコー、フロイト、クレペリン……
彼らの足跡を 200年にわたって辿る。心を病んだ人への「寄り添い」と「抑圧」の
歴史が浮かびあがる。 定価1027円（本体951円）　50912-8

100語でわかるエネルギー	 Q950

ジャン＝マリ・シュヴァリエ著　斎藤かぐみ訳
エネルギーの現状と将来の展望を考えるために必要なキーワード 100。エネルギー
分野を動かすアクター、経済・地政学的争点、地球環境保全にむけての課題などを
中心に明解に解説。 定価1134円（本体1050円）　50950-0

バイオバンク	─先端医療を支えるインフラの現状と課題	 Q963

フロランス・ベリヴィエ、クリスティヌ・ノワヴィル著　桃木暁子訳
おもに国家主導で、生物試料収集および貯蔵を進める組織の現状を欧州中心に解説。
医学研究の目的で集められた個人情報の倫理的正当性や所有権など、解決すべき問
題点を検証する。 定価1134円（本体1050円）　50963-0

隕石	─迷信と驚嘆から宇宙化学へ	 Q1012

マテュー・グネル著　米田成一監修　斎藤かぐみ訳
過去と現在、博物学と先端科学を架橋する隕石。200年にわたる観測や理論の成果
を踏まえ、ビギナーからコレクターまで楽しめる１冊。
 定価1296円（本体1200円）　51012-4

うつ病	─回復に向けた対話	 Q1013

パスカル＝アンリ・ケレール著　阿部又一郎、渡邊拓也、井原祐子訳
現代病ともいわれる「うつ病」。その歴史から、フランスのうつ病臨床をとりまく現
状について、一般の人に向けて書かれた啓発書。
 定価1296円（本体1200円）　51013-1

科学の本質と多様性	 Q1016

ジル＝ガストン・グランジェ著　松田克進、三宅岳史、中村大介訳
科学は私たちに何をどれくらいもたらしたのか？　「科学とは何か」という極めて大
きな問題を巡る、ほぼ半世紀にわたる著者の議論のエッセンスを、分かりやすくま
とめた一冊。 定価1296円（本体1200円）　51016-2
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エイズ研究の歴史	 Q803

ベルナール・セイトル著　塚田 隆訳
HIVウイルス発見にいたるまでの経過やエイズ試薬の特許権をめぐる争いなど歴史
的事項のほか、精神面でのケアの問題までをも詳しく解説。薬害エイズ問題を考え
るための基本文献。 定価1027円（本体951円）　05803-9

宇宙生物学への招待	 Q830

フランソワ・ロラン、フロランス・ロラン＝セルソー、ジャン・シュネデール著　唐牛幸子訳 
宇宙におけるあらゆる形態の生命の科学的なリサーチを紹介すべく、地球上におけ
る生命の起源と進化を踏まえたうえで、太陽系内の天体から遥かな銀河系にまで、
地球外生命の存在を探る。 定価1027円（本体951円）　05830-5

時間生物学とは何か	 Q844

アラン・レンベール著　松岡芳隆、松岡慶子訳
「生物の時間構造とその変動について研究する学問」の実際を、豊富な実験レポート
をもとにしつつ、基礎から応用まで、紹介してゆく。「体内時計」の謎に迫る、画期
的ガイドブック。 定価1027円（本体951円）　05844-2

ロボットの新世紀	 Q869

シリル・フィエヴェ著　本多 力訳
ホンダのアシモ、ソニーのアイボ、レゴ社のマインドストーム……。家庭内はもち
ろん、SF映画やアニメ、産業や軍事でも活躍するロボットの開発について、世界的
な視野から詳解する。 定価1027円（本体951円）　05869-5

核融合エネルギー入門	 Q875

ジョゼフ・ヴァイス著　本多 力訳
太陽で起きている現象を地球上で再現する巨大プロジェクト─ ITER（国際熱核
融合実験炉）が、実現しようとしている。期待されている核融合発電を、原理から
わかりやすく解説。 　05875-6　品切

合成ドラッグ	 Q878

ミシェル・オートフイユ、ダン・ヴェレア著　奥田 潤、奥田陸子訳
自然界にはありえない化合物でできた、新種の麻薬─合成ドラッグをもとに、ド
ラッグ・デザイナーによって開発された新しい向精神薬の影響や問題点を、中毒の
歴史とともに詳解。 定価1027円（本体951円）　05878-7

プリオン病とは何か	 Q884

ピエール＝マリ・ジェド著　桃木暁子訳
狂牛病騒動で知られるようになった、死の感染症─プリオン病は、ウイルスとも
細菌とも違う病原体から発症する！　ヒトやネコにまで海綿状脳症を引き起こす蛋
白質変性の仕組みを解説。 定価1027円（本体951円）　50884-8
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フランス古典劇	 Q492

アントワーヌ・アダン著　今野一雄訳
本書は 17世紀初頭からルイ 14世の死にいたるまでの時代の演劇生活を社会、政治、
思想に密着させて解説し、コルネイユ、ラシーヌの悲劇、モリエールの喜劇の本質
を鮮やかに解き明かす。 定価1027円（本体951円）　05492-5

服飾の歴史	─古代・中世篇	 Q554

ミシェル・ボーリュウ著　中村祐三訳
古代オリエントから中世フランスにいたる時代と地域の服装を、宮廷人、庶民、僧
侶といった社会階層にそくしつつ解説。その裁ち方や着付け、髪形・装身具をも記
述した系統的な服飾史。 定価1027円（本体951円）　05554-0

服飾の歴史	─近世・近代篇	 Q591

ミシェル・ボーリュウ著　中村祐三訳
ルネッサンス、17～ 19世紀におけるフランスを中心とした服飾の変遷を、各社会
階層に即して跡づけながら、それぞれの時代風潮との関わりを明らかにし、文化史
の一側面を描き出す。図版多数。 定価1027円（本体951円）　05591-5

イタリア音楽史	 Q589

ナニー・ブリッジマン著　店村新次訳
今日なお残っている数々の譜稿を手がかりに、イタリア音楽の変遷を跡づける一大
パノラマ。個々の音楽家の個性がいきいきと描かれ、ペトラッシ、ノーノなどの現
代音楽にも鋭く言及する。 定価1027円（本体951円）　05589-2

愛書趣味	 Q662

ミシェル・ヴォケール著　大髙順雄訳
愛書狂の著者が、古今のさまざまな分野の珍本 ･美本 ･貴重本を採りあげながら古
書の真の価値、愛書家の条件、愛書趣味の時代的変遷とその真髄を語る本書は、一
種の出版文化史でもある。 定価1027円（本体951円）　05662-2

フーガ	 Q674

マルセル・ビッチ、ジャン・ボンフィス著　池内友次郎監修　余田安広訳
多声音楽のもとになる対位法の解説に始まり、音楽芸術におけるフーガの真価とそ
の可能性を、さまざまなジャンルの歴史的名曲を克明に跡づけながら探った、通念
にとらわれない概説書。 　05674-5　品切

テニス	 Q683

アンリ・コシェ著　鈴木悌男訳
体力づくりから各ストローク、サービス、ロブ、ボレーなどの初歩から高度なテクニッ
クまでを解説、さらに実戦でのフォーメーションやかけひきを学ぶうちに技術的な
悩みは解消。 定価1027円（本体951円）　05683-7
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改訂新版	音楽の形式	 Q64

アンドレ・オデール著　吉田秀和訳
楽曲の根底に巧みに配置されている音楽の基本的なフォルム＝形式。本書は、中世
以来最も多用されてきた形式を選びだし、具体例を示しながらその歴史的変遷をた
どることで、個々の概念規定を明確にする。定価1296円（本体1200円）　05064-4　★

改訳	音楽の歴史	 Q88

ベルナール・シャンピニュール著　吉田秀和訳
音楽は、それを創りだした歴史的環境に濃くいろどられている。中世・ルネサンス
期を経て近代ヨーロッパ音楽が形づくられる過程を、各時代の芸術・文学・宗教・
政治・趣味などと関連づけながら論述する。 定価1134円（本体1050円）　05088-0

改訂新版	世界演劇史	 Q158

ロベール・ピニャール著　岩瀬 孝訳
本書は、原始から現代まで、演劇が果たした役割を、作家・作品を縦糸に、社会、
民衆を横糸にして、壮大な世界演劇を体系的にとらえた、絶好の世界演劇ハンドブッ
クである。 定価1134円（本体1050円）　05158-0　★

バロック芸術	 Q333

ヴィクトール・リュシアン・タピエ著　高階秀爾、坂本 満訳
16～ 18世紀にかけてヨーロッパを風靡したバロック。その言葉の定義、ルネサン
スとの関係、社会との結びつきを説き、さらに造形芸術と時代精神とを関連づけて
考察した碩学による解説書。 定価1027円（本体951円）　05333-1

フランス歌曲とドイツ歌曲	 Q336

エヴラン・ルテール著　小松 清、二宮礼子訳
フランス・ドイツ両国の歌曲はどのようにして生まれ、開花したか。各国の代表的
作曲家の発展のあとをたどりながら、その歌曲にみられる民族的性格を平易に解説。
音楽ファン・研究家は必携。 定価1027円（本体951円）　05336-2

シェイクスピアとエリザベス朝演劇	 Q373

J・アクセルラ、M・ウィレム共著　小津次郎、武井ナヲエ訳
シェイクスピアが現われる直前の英国劇の状況、当時の劇場や俳優の様子、シェイ
クスピアと同時代の作家、そしてシェイクスピアの生涯と作品などを検討する。鑑
賞と批評に好個の解説書。 　05373-7　品切

花の歴史	 Q377

L・ギヨー、P・ジバシエ著　串田孫一訳
揺籠から墓場まで、人間の祭典や喪の、悲喜さまざまの出来事に花は付きものとなっ
ている。本書は、人間の心を慰め、楽しませてくれる花の歴史をあらゆる角度から
語る。 定価1027円（本体951円）　05377-5
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コメディ＝フランセーズ	 Q772

パトリック・ドゥヴォー著　伊藤 洋訳
このフランスの国立劇場は 3世紀を超える時代の激動に耐え、数々の名優と名作を
生んできた。その苦難と栄光の歴史自体が興味尽きない壮大なドラマであり、組織
や運営も示唆に富む。 定価1027円（本体951円）　05772-8

バロックの精神	 Q785

アンヌ＝ロール・アングールヴァン著　秋山伸子訳
デカルト、パスカル、シェイクスピア、バッハ……。幻影と覚醒が交差するバロッ
ク芸術。バロック期のヨーロッパ各国の文化的諸相を概説しつつ、近代の探究に立
ち会う異次元旅行の書。 定価1027円（本体951円）　05785-8

ワインの文化史	 Q801

ジャン＝フランソワ・ゴーティエ著　八木尚子訳
ワインの流れる歴史は、かくも芳醇だ！　いつの時代も変わらず、文化を担い、文
化を伝えるものとして享受されてきたワインの熟成の背景─葡萄酒の飲まれてき
た歴史を楽しく語る。 05801-5　品切

フランスのサッカー	 Q804

レイモン・トマ、ジェラール・デュレ、ジャン＝リュック・シェノー著　山下雅之訳
フランスでW杯サッカーの基本図書とされた本書は、サッカーを楽しむための基礎
知識をわかりやすく解説した上で、時に激しい暴力を誘発するサッカーに社会心理
学的な分析を行なう。 定価1027円（本体951円）　05804-6

おもちゃの歴史	 Q808

フランソワ・テメル著　松村恵理訳
パリの万博をにぎわしたアンティーク玩具からバービー人形まで、遊戯性と芸術性
を兼ね備えた「工芸品」─フランスが発展させてきた玩具の歴史を概説する、お
もちゃの国の美術史研究。 定価1027円（本体951円）　05808-4

グレゴリオ聖歌	 Q811

ジャン・ド・ヴァロワ著　水嶋良雄訳
西洋音楽の源流として、また久遠の音楽として仰がれているグレゴリオ聖歌。6世
紀の初め、法王グレゴリウス 1世が、各地の教会で歌われていた聖歌を集大成する
までの過程を詳述する。 05811-4　品切

フランス古典喜劇	 Q820

ロジェ・ギシュメール著　伊藤 洋訳
ルネサンス期の劇詩人ジョデルによる喜劇の再生から、コルネイユ、モリエール、
マリヴォー、ボーマルシェら、代表的な劇作家の作品のあらすじや主題を概説し、
喜劇の変遷をたどる。 定価1027円（本体951円）　05820-6
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ワーグナーと《指環》四部作	 Q686

ジャン＝クロード・ベルトン著　横山一雄訳
ワーグナーのオペラの項点に立つ《指環》の源流、成立過程を解説し、《指環》の音
楽構造をはじめ、この作品の特質を追究し、全貌を紹介したワーグナーファン必読
のユニークな 1冊。 05686-8　品切

モーツァルトの宗教音楽	 Q700

カルル・ド・ニ著　相良憲昭訳
モーツァルト作品の 1割以上を占める宗教音楽を、音楽理論・音楽史のみならず、
聖書やカトリック典礼に関する深い造詣にもとづいて解説した貴重な入門書。巻末
にミサの式次第を付す。 定価1027円（本体951円）　05700-1

オーケストラ	 Q703

アラン・ルヴィエ著　山本 省、小松敬明訳
オーケストラの変遷をベートーヴェンやベルリオーズに力点をおいて概説した案内
書。さまざまな楽器アンサンブルが要求される現代にオーケストラが直面する問題
も検討される。 定価1134円（本体1050円）　05703-2

書物の歴史	 Q728

エリク・ド・グロリエ著　大塚幸男訳
本書は小冊子ながら書物の歴史をその起源から説き起こして、最新のマイクロフィ
ルムやマイクロカードにいたるまで、古今東西の全歴史を一望の下に収めた他に類
を見ない本である。 定価1134円（本体1050円）　05728-5

新版	スポーツの歴史	 Q750

レイモン・トマ著　蔵持不三也訳
ホイジンガやカイヨワをはじめとする理論を踏まえ、文明の歩みとともに変容して
きたスポーツの複合的な歴史の層を詳説する。なお巻末の「付論・日本のスポーツ史」
（寒川恒夫）は日本版のみの特典。 定価1027円（本体951円）　05750-6

絵画の技法	 Q765

ジャン・リュデル著　黒江光彦訳
絵画のマティエールの種類を並列的に論ずるのではなく、技法史的に、画家がヴィ
ジョンをいかに素材と技法に託してきたかを詳述。さらにその結果得られた作品の
画面構成と色彩の問題にまで解きおよぶ。 定価1027円（本体951円）　05765-0　★

建築の歴史	 Q771

ジャン＝シャルル・モルウ著　藤本康雄訳
時代や文明によって、建物の構成がどのように変化し、環境に適合していったかを、
構造形式や材料に即して詳述する。建築を、目に見える詩（ポエジー）として捉え
た異色の概説書。 定価1027円（本体951円）　05771-1
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チェスへの招待	 Q908

ジェローム・モフラ著　成相恭二、小倉尚子訳
頭脳のスポーツと称されるチェスは、5世紀のインドに起源をもつ。ネット・チェ
スが普及した現代までの歴史をたどりつつ、芸術とのつながりや個性的なプレーヤー
の逸話を紹介する。 定価1027円（本体951円）　50908-1

ラグビー	─進化する世界のプレースタイル	 Q916

ダニエル・ブティエ著　井川 浩訳
ラグビーは、勇気と連帯と自己犠牲のスポーツである。その歴史とともにプレース
タイルや戦略、試合中の選手の心理などの分析を紹介し、ラグビーの持つ豊かさと
美しさをあきらかにする。 定価1134円（本体1050円）　50916-6

新版	印象派	 Q920

マリナ・フェレッティ著　武藤剛史訳
印象派という名のもとにまとめられる多様な個性をもつ画家たちの生涯を、具体的
な作品を織り込みながら紹介する。印象主義の草創期から後期印象主義までを簡潔
に解説した入門書。 定価1134円（本体1050円）　50920-3

ガストロノミ	─美食のための知識と知恵	 Q921

ジャン・ヴィトー著　佐原秋生訳
ギリシア語で、胃の習慣を意味する「ガストロノミ」は、旨いものを楽しむ技法である。
本書は、その歴史と食材や調理法を解説するとともに、料理と結びついた文化の諸
相を紹介する。 　50921-0　品切

演劇の歴史	 Q923

アラン・ヴィアラ著　高橋信良訳
西洋演劇のルーツ、ギリシア・ローマ演劇から説きおこし、フランス演劇を中心に
解説。演劇と社会の繫がりという切り口から、社会の変遷の中で演劇を捉える。演
劇史・西洋史の入門書。 定価1296円（本体1200円）　50923-4

弦楽四重奏	 Q929

シルヴェット・ミリヨ著　山本 省訳
二つのヴァイオリンとヴィオラ、チェロによる弦楽四重奏は、室内楽曲のなかでも
最も純粋な音楽形式である。その起源から説き起こし、今日までの歴史と、四重奏
団の特質も紹介。 定価1296円（本体1200円）　50929-6

100語でわかるワイン	 Q947

ジェラール・マルジョン著　守谷てるみ訳
アラン・デュカスのシェフ・ソムリエによる手引書。ワインの作り方、取り扱い方、
取引や歴史、そして味わい方に関する用語がまとめられ、用語集としても、読み物
としても楽しめる。 定価1296円（本体1200円）　50947-0
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美術史入門	 Q821

グザヴィエ・バラル・イ・アルテ著　吉岡健二郎、上村 博訳
芸術作品とは何か、それはいかに研究されるべきか。本書はその簡潔な答えである。
基礎的な理論、美術史上の主要な出来事、それに具体的な研究の方法など、初学者
に親切な手引き書。 定価1134円（本体1050円）　05821-3

博物館学への招待	 Q849

リュック・ブノワ著　水嶋英治訳
博物館の歴史について具体的に語りながら、博物館学の基礎を、初心者にもわかり
やすく紹介！　フランスの名誉学芸員による記念碑的名著。巻末には「欧米の主要
な博物館・美術館の案内」を付した。 定価1134円（本体1050円）　05849-7

中世イタリア絵画	 Q850

フランソワーズ・ルロワ著　池上公平、原 章二訳
中世イタリア美術史に名を残す巨匠たちの作品を正しく鑑賞するために！　中世の
イタリア絵画における技法と図像の進歩について、わかりやすく解説する。キリス
ト教図像学入門。 定価1134円（本体1050円）　05850-3

二十世紀の建築	 Q852

ジェラール・モニエ著　森島 勇訳
ル・コルビュジエ、フランク・ロイド・ライトやミース・ファン・デル・ローエから、
ポスト・モダン派まで、世界各地の建築家たちが推し進めてきた「デザイン」に見
る百年の歴史！ 定価1027円（本体951円）　05852-7

洞窟探検入門	 Q860

エリック・ジッリ著　本多 力訳
洞窟探検（ケービング）をスポーツとして楽しむ方法とその心得を、わかりやすく
解説した、入門ハンドブック。「地下世界への訪問」を可能にする装備や技術につい
て、具体的に紹介。 定価1027円（本体951円）　05860-2

フランスの美術館・博物館	 Q867

ジャック・サロワ著　波多野宏之、永尾信之訳
世界に名だたる「ミュージアム大国」を特長づける、ルーヴルやオルセーなど有名
どころから知られざる穴場まで……フランスの美術館・博物館の全体像を系統立て
て展望させてくれる。 定価1027円（本体951円）　05867-1

イタリア・オペラ	 Q886

ジル・ド・ヴァン著　森 立子訳
モンテヴェルディからプッチーニへと続く、華やかで情熱的な音楽劇─イタリア・
オペラは、1600年に誕生した。その伝統を育んだ制作システムと代表作品を解説し、
歴史をたどる。 定価1027円（本体951円）　50886-2
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ツール・ド・フランス100話	 Q991

ムスタファ・ケスス、クレマン・ラコンブ著　斎藤かぐみ訳
2013年 100回目を迎えたツール・ド・フランス。その歴史から、選手・コースにま
つわる秘話、また用語解説までを満載した概説書。愛好家も初心者も必携、観戦の
楽しみが増す一冊。 定価1296円（本体1200円）　50991-3

100語でわかるクラシック音楽	 Q998

ティエリー・ジュフロタン著　岡田朋子訳
音楽史（バロック、ロマン主義）、形式（協奏曲、ソナタ）、楽器グループ（金管楽器、打楽器）
など多方面にわたり基礎用語を網羅。ヨーロッパやフランスに特有な項目も設けた。初心
者から愛好家まで、気軽に学べる格好の手引書。 定価1296円（本体1200円）　50998-2

100語でたのしむオペラ	 Q1006

フィリップ・ジョルダン、エマニュエル・ジョス著　武藤剛史、田口亜紀訳
私にとってオペラのたのしみとは、聴くこと、観ることだけでなく「舞台がどのよ
うに創られていくか」を知ることでもある（本書より）。
 定価1296円（本体1200円）　51006-3

100語でわかる色彩	 Q1017

アマンディンヌ・ガリエンヌ著　守谷てるみ 訳
エルメスや出版社アクト・シュッドなどのカラーアドバイザーをつとめた著者が、
100のキーワードで綴る色の世界。
 定価1296円（本体1200円）　51017-9
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イタリア・ルネサンス絵画	 Q952

ジャン・リュデル著　木村三郎、金山弘昌監修　望月典子、安室可奈子、田中麻野、一瀬あゆみ訳
西洋絵画に独創性と新しい規範をもたらしたルネサンス絵画。その作品の様式や技
法の革新、多様な諸画派の特徴を整理しつつ、当時の社会・宗教的背景、宮廷や諸
都市の役割を解説。 定価1134円（本体1050円）　50952-4

香水	─香りの秘密と調香師の技	 Q953

ジャン＝クロード・エレナ著　芳野まい訳
エルメスの人気調香師による香りの手引書。香水の歴史、嗅覚のしくみから、調香
師の訓練と仕事、香水の市場とマーケティング、知的所有権保護にいたるまであら
ゆる角度から解説。 定価1296円（本体1200円）　50953-1

オートクチュール	─パリ・モードの歴史	 Q969

フランソワ＝マリー・グロー著　中川髙行、柳嶋 周訳　鈴木桜子監修
この業界を華やかな世界と経済的な現実という二つの面から分析。また、19世紀半
ばに始まり現在に至るデザイナーの歴史を紹介。ジバンシー、ウンガロなどデザイ
ン画も多数挿入。 定価1296円（本体1200円）　50969-2

西洋音楽史年表	─古代から現代まで	 Q970

マルセル・ブノワ、ノルベール・デュフルク、ベルナール・ガニュパン、ピエレット・ジェルマン著　岡田朋子訳
一般的に重要とされる事柄に加え、日本ではあまり取り扱われない古典派以前およ
び現代音楽についても記述。年代や出来事の選択から、日本とは違う観点で音楽史
を見ることもできる。 定価1296円（本体1200円）　50970-8　★

イタリア美術	 Q972

ミシェル・フイエ著　越川倫明、小林亜起子監訳　深田麻里亜、巖谷睦月、田代有甚、松田直子訳
11世紀から約千年にわたる美術史を紹介。各時代の歴史的背景、各美術家による表
現の特徴を的確に記述。日本の美術書では取扱いの少ない部分が記載され、全体像
を見通せる概説書。 定価1296円（本体1200円）　50972-2

100語でわかるガストロノミ	─グランシェフたちの料理にかける情熱	 Q975

アラン・ボウエー、ローラン・プランティエ著　守谷てるみ訳
シェフ、評論家など仏料理界の重鎮百人によるエッセイ集。こだわりの食材をもつ
一流シェフの料理に対する思い入れの原点を記述。その多様性は味の追求という同
じ目的にたどり着く。 定価1296円（本体1200円）　50975-3

オペレッタ	 Q984

ジャック・ルシューズ著　岡田朋子訳
オペレッタが誕生した国、フランスの作曲家を多数紹介。ウィーン、ドイツ、イタ
リアにまで言及している。成立以前の歴史、貴重な人物も記載され、専門家にも対
応できる解説書。 定価1296円（本体1200円）　50984-5
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英語の語源	 Q618

ポール・バケ著　大泉昭夫、森本英夫訳
英語の語源と語源研究を主題とする本書は、関連分野からのさまざまな手がかりを
活用しながら、英語というこのもっとも活力にあふれた国語のもつ豊かな語彙創造
のメカニズムを解明する。 定価1027円（本体951円）　05618-9

ラブレーとルネサンス	 Q646

マドレーヌ・ラザール著　篠田勝英、宮下志朗訳
フランス・ルネサンスは『ガルガンチュワ＝パンタグリュエル物語』という特異なロ
マンを遺した。我々にとってラブレーを読む意味とは？　最新の研究成果により作
家と作品を概説する。 定価1027円（本体951円）　05646-2

文字とコミュニケーション	 Q690

ロベール・エスカルピ著　末松 壽訳
自由な主体性を持つ多方向的コミュニケーションの確立を目指し、構造主義におけ
る言語学、記号論などの成果を取り入れつつテクストの機能に注目した読書論や印
刷マスコミ論を展開。 　05690-5　品切

フランス・ロマン主義	 Q706

フィリップ・ヴァン・チーゲム著　辻 昶訳
それまで支配的であった古典主義に反対して起こったロマン主義の変遷を、比較文
学的な視点を取り入れ、写実主義 ･象徴主義との関係にもふれながら概説し、その
特質を解明する。 定価1027円（本体951円）　05706-3

中世フランス文学	 Q711

V ＝ L・ソーニエ著　神沢栄三、高田 勇訳
ゴール＝ローマ時代のラテン語文学から説きおこし、聖者伝、武勲の詩、そして騎士
道物語が花開くさまを、当時の社会的状況と関連づけながらあざやかに描き出した
概説書。 定価1027円（本体951円）　05711-7

十六世紀フランス文学	 Q714

V ＝ L・ソーニエ著　二宮 敬、荒木昭太郎、山崎庸一郎訳
ルネサンス文学は、古代ギリシア・ローマの学問研究を背景とし、印刷術の発達に
ともなって栄えた。ラブレー、モンテーニュらの作品解説を中心に、この時代を概
観した格好の入門書。 定価1027円（本体951円）　05714-8

フランス革命の文学	 Q716

ベアトリス・ディディエ著　小西嘉幸訳
18世紀文学の決算であると同時に近代文学の胎動として一時代を画す革命期 10年
の文学を、反革命、亡命の文学をも含めまさに「革命の」文学として扱った新しい
研究の成果。 定価1027円（本体951円）　05716-2
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英文学史	 Q28

ルネ・ラルー著　吉田健一訳
「黎明期からルネサンスまで、エリザベス時代、古典文学者と清教徒、18世紀の葛藤、
浪漫主義、ヴィクトリア時代、現代」の 7章に本文を分け、英文学の発展の歴史と
特質とをきわめて要領よく概観。 05028-6　品切

改訂新版	音声学	 Q266

ベルティル・マルンベリ著　大橋保夫訳
音声学の知識を一般音声学、歴史的音声学、規範的音声学にまでふれる広範な内容
を要領よくまとめ、英語、フランス語などの豊富な実例を用い、総合的 ･体系的に
解説している。 定価1027円（本体951円）　05266-2

フランス詩法	 Q489

ピエール・ギロー著　窪田般彌訳
構造言語学を基盤に、フランス語の語源を詳細に分析し、ギリシア・ラテン以来の
詩の形式を踏まえつつ、ゲルマン語系や英語やラテン語の詩と比較対照しながら、
フランス詩の本質を歴史的に解説。 定価1027円（本体951円）　05489-5　★

記号学	─意味作用とコミュニケイション	 Q514

ピエール・ギロー著　佐藤信夫訳
星占いから神話の人類学的構造まで、現代のすべての文化事象にひそむ記号性をと
らえ、その意味作用とコミュニケーション構造を分析する。構造言語学的視野を超
えた現代記号学の格好の概説書。 定価1027円（本体951円）　05514-4

言語学	 Q526

ジャン・ペロ著　高塚洋太郎、内海利朗、滝沢隆幸、矢島猷三訳
ことばの科学である言語学とは何か。資料収集の領域と方法、社会集団により変化
することばの外的性格、音・語彙・文法などの内的性格、通時と共時などの一般言
語学の現在について概説した格好の入門書。 05526-7　品切

ラテンアメリカ文学史	 Q579

ジャック・ジョゼ著　高見英一、鼓 直訳
ボルヘスやガルシア＝マルケスなどラテンアメリカ文学の歴史は比較的新しいが、
すでに確固たる国際性を勝ち得ている。本書は作家・詩人がたどった精神の軌跡を
簡潔に描き、現代文学への新たな展望を拓く。 定価1027円（本体951円）　05579-3

英語の語彙	 Q598

ポール・バケ著　森本英夫、大泉昭夫訳
本書は、時代の重要な出来事の折りに、諸外国語からの借用語によって絶えず自己
を豊かにしてきた英語の語彙の歴史を、効率よく簡潔にまとめた基本文献。
 定価1027円（本体951円）　05598-4
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語源学	 Q788

シャルル・ブリュッケル著　内海利朗訳
本書は多くの事例に語の起源を求め、抽出 ･鑑定したうえで語源辞典 ･語源研究の
展望へと踏み込む。ピエール ･ギローの業績を継承しつつ、新たな語源学の可能性
を探る導きの書。 定価1027円（本体951円）　05788-9

ゾラと自然主義	 Q817

アンリ・ミットラン著　佐藤正年訳
19世紀パリの風俗をナチュラルに描きつづけたエミール・ゾラ。本書は、その自然
主義と写実主義を見きわめ、小説家ゾラの才能に迫る！　略年譜・小説全作品梗概
一覧を巻末に収録。 定価1027円（本体951円）　05817-6

英語語源学	 Q822

ジャン＝ジャック・ブランショ著　森本英夫、大泉昭夫訳
「世界の共通語」としての英語の本質に迫るために！　英語語源学の学問的性格とそ
の方法をくわしく紹介する。巻末に網羅収録した文献リストは、英語史・歴史英語
学研究にも有益。 定価1027円（本体951円）　05822-0

言語政策とは何か	 Q829

ルイ＝ジャン・カルヴェ著　西山教行訳　三浦信孝解説
「国語」や「標準語」は、どのようなメカニズムでつくられるのか？　本書は、言語
政策とその科学的方法を詳しく紹介し、言語と社会の関係を考察するための明快な
視座を提供する。 定価1134円（本体1050円）　05829-9

クレオール語	 Q832

ロベール・ショダンソン著　糟谷啓介、田中克彦訳
ヨーロッパの植民地で生まれ、特別な歴史を体現する言葉─クレオール語はどの
ように発生したのか、社会言語学にもとづきながら概説。クレオール文化にも、音楽・
料理の観点から迫る。 　05832-9　品切

レトリック	 Q833

オリヴィエ・ルブール著　佐野泰雄訳
ギリシア時代から育まれつづけてきた、「誰であろうが説得してしまう術」として知
られるレトリック。その歴史と仕組みを、本書は具体的な事例もふんだんに、わか
りやすく解説する。 定価1296円（本体1200円）　05833-6　★

ホメロス	 Q838

ジャクリーヌ・ド・ロミーイ著　有田 潤訳 
ヨーロッパ文学の出発点として名高い古代ギリシアの 2大叙事詩─『イリアス』
と『オデュッセイア』。両詩篇をより深く楽しむための基礎知識を手際よく紹介した、
ホメロス入門の決定版。 定価1027円（本体951円）　05838-1
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ロマン ･ノワール	─フランスのハードボイルド	 Q721

ジャン＝ポール・シュヴェイアウゼール著　平岡 敦訳
英米のハードボイルド小説の影響のもとに生まれたロマン・ノワールの魅力につい
て語り、読者をノワール的世界へと誘う書。巻末の作家紹介と読書案内は格好のブッ
クガイドである。 定価1027円（本体951円）　05721-6

モンテーニュとエセー	 Q729

ロベール・オーロット著　荒木昭太郎訳
「わたしは何を知っているのか」というモンテーニュ座右の句を思想の流れのなかで
捉えて語り、『エセー』の成立のさまを具体的に綿密に説く。当代一流の著者による、
すぐれたモンテーニュ論。 定価1027円（本体951円）　05729-2

文体の科学	 Q753

ジョルジュ・モリニエ著　大浜 博訳
言語と文学の諸科学が交わるところで文体論が究まる。本書は文体研究のさまざま
な方法を歴史的に検証し、その実践を可能にするコンパクトな実用概説書。なお巻
末には索引を付した。 定価1027円（本体951円）　05753-7

インドの文学	 Q774

ルイ・ルヌー著　我妻和男、渡辺重朗訳
インドは文学的な秘教が結晶する架空の場所である。本書は、西欧に霊性を与え続
けてきたインドの文学の歴史を、多言語国家という文化的基盤を踏まえながら概説
する。年表・索引付き。 定価1027円（本体951円）　05774-2

超民族語	 Q776

ルイ＝ジャン・カルヴェ著　田中克彦解説　林 正寛訳
地域や民族の壁を越えて広まる「超民族語」に着目する本書は、従来の言語学の思
想基盤に挑戦し、言語社会や国語に対する新たな視点を提起して、言語 ･民族 ･国
家の根本問題に迫る。 定価1027円（本体951円）　05776-6

文学史再考	 Q777

クレマン・モワザン著　広田昌義訳
テクスト・クリティリックに偏した文学研究の弊を糺し、文学研究における文学史
の重要性を問い直した、文学研究者必携の書。文学史の新しい構想を模索した野心
的な試みでもある。 定価1027円（本体951円）　05777-3

イディッシュ語	 Q784

ジャン・ボームガルテン著　上田和夫、岡本克人訳
ユダヤ人の用いてきたイディッシュ語とその文学 ･文化を通じて、ディアスポラ（流
浪）やショーアー（殺戮）の刻まれた、1千年以上にわたるユダヤ人の有為転変の
歴史を概説する。 定価1027円（本体951円）　05784-1
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■語学・文学■
文庫クセジュ

二十世紀フランス小説	 Q924

ドミニク・ラバテ著　三ッ堀広一郎訳
プルーストからペレック、日本では未邦訳の作家にいたるまで一挙に紹介。たえず
変化する世界の様相を表現するため、彼らが小説という形式に込めた思考を解説す
る。頼れる読書案内。 定価1134円（本体1050円）　50924-1

翻訳	─その歴史・理論・展望	 Q930

ミカエル・ウスティノフ著　服部雄一郎訳
豊富な具体例によって、そのメカニズムを明快に論じた翻訳論の入門書。言語間の
言い換えという位置づけから、マルチメディア化に伴い異なった記号体系間の翻訳
という形までを解説。 定価1134円（本体1050円）　50930-2

比較文学入門	 Q934

イヴ・シュヴレル著　小林 茂訳
19世紀ヨーロッパで生まれた比較文学は、言語の境界を越えて普遍的な文学理論を
うちたてようとするものである。本書は、その研究の歴史、方法、研究域、課題を
手際よく解説する。 定価1134円（本体1050円）　50934-0

十七世紀フランス文学入門	 Q949

ロジェ・ズュベール著　原田佳彦訳
ルイ十三世と宰相リシュリューの執政、そして長期にわたるルイ十四世治世下のフ
ランス文学を解説。「想像力」「よき趣味」「過剰な才気」に特徴づけられる三つの時
代に分けて紹介。 定価1134円（本体1050円）　50949-4

SF文学	 Q955

ジャック・ボドゥ著　新島 進訳
サイエンス・フィクションの誕生と変遷を、アメリカ、イギリス、フランスを中心
に紹介。宇宙、時間、ロボット、クローンなどのテーマごとに作品を紹介した、読
みたくなる読書案内。 定価1134円（本体1050円）　50955-5

ミステリ文学	 Q965

アンドレ・ヴァノンシニ著　太田浩一訳
先駆者ポー、ドイル、最盛期のクリスティ、フランスのルルー、ルブランなど─
英米のみならずミステリ文学の世界を広く紹介。人気のサスペンス小説、近年の潮
流についても言及。 定価1296円（本体1200円）　50965-4

100語でわかるロマン主義	 Q971

ブリュノ・ヴィアール著　小倉孝誠、辻川慶子訳
18世紀末に始まるフランスロマン主義は、美学と思想に変革をもたらした。文学・
絵画・音楽における一大運動であると同時に、歴史学・社会思想の領域でも新たな
模索の潮流だった。 定価1296円（本体1200円）　50971-5
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語の選択	 Q840

ジャック・クラレ著　倉田 清、中川恭明訳
自分が使う言葉に磨きをかける！　文学作品から商業文までさまざまな文体のメカ
ニズムを解明し、記号についての自分の好み─語の選択をレベルアップさせてく
れる実践的な読み物。 定価1027円（本体951円）　05840-4

ラテン語の歴史	 Q843

ジャクリーヌ・ダンジェル著　遠山一郎、髙田大介訳
西欧で古くから愛されてきた「効率のよい言語」─ラテン語をめぐり、その誕生、
繁栄、衰退、そしてロマンス諸語の輩出などを概説。ラテン系言語民族の心性に根
づく思考形式がわかる。 　05843-5　品切

社会言語学	 Q846

ルイ＝ジャン・カルヴェ著　萩尾 生訳
クレオール語や言語政策の問題を視野に収め、社会言語学の現状とその見取り図を
提示！　ソシュール以降の近代言語学がふるい落としてきた「言語に内在する社会
的性格」が解明される。 定価1134円（本体1050円）　05846-6

フランス文学の歴史	 Q855

ルネ・バリバール著　矢野正俊訳
『ストラスブールの誓約』から、ラブレーを経て、ベケットやイヨネスコの作品まで
……数々の名作が書かれてきた背景を明快に語る。着眼点が面白い、画期的なフラ
ンス文学史入門。 定価1027円（本体951円）　05855-8

改訳新版	ギリシア文法	 Q868

シャルル・ギロー著　有田 潤訳
紀元前から使われてきた人類の最も輝かしい文化の道具、ギリシア語。その複雑な
系譜を代表する古典期のアッティカ方言を中心に、ギリシア文法を体系的に詳解！
待望久しい改訳版。 定価1134円（本体1050円）　05868-8

物語論	─プロップからエーコまで	 Q873

ジャン＝ミシェル・アダン著　末松 壽、佐藤正年訳
魔法昔話や小説をはじめ、新聞記事、広告、漫画、子どもの作文まで……さまざま
な物語を、科学的に分析するために！　「知的読解術」の実例を詳しく紹介。文芸評
論のための基礎知識。 　05873-2　品切

サンスクリット	 Q901

ピエール＝シルヴァン・フィリオザ著　竹内信夫訳
「完成された」言語を意味するサンスクリットは、インドにおけるあらゆる知的活
動を数千年にわたり支えてきた。その歴史と構造を解説するとともに、伝承者パン
ディットに光をあてる。 50901-2　品切
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【白水Ｕブックス】書名索引

ア
アウシュヴィッツと〈アウシュヴィッツの嘘〉　
36

あそぶが勝ちよ　6
アテネのタイモン（シェイクスピア全集） 23
ある家族の会話　16
ある青春　14
アントニーとクレオパトラ（シェイクスピア

全集）　23
家なき鳥　8
イルカの歌　7
イン・ザ・ペニー・アーケード　6
インド夜想曲　15
ウィンザーの陽気な女房たち（シェイクスピ

ア全集）　23
ヴェニスの商人（シェイクスピア全集）　22
ヴェネツィアの宿　28
ヴェローナの二紳士（シェイクスピア全集）　
22

ウッツ男爵　10
海の上のピアニスト　16
エドウィン・ドルードの謎　10
エリック・サティ　32
王妃に別れをつげて　13
オートバイ　12
お気に召すまま（シェイクスピア全集）　23
オセロー（シェイクスピア全集）　23
オペラ・ノート　33
オレンジだけが果物じゃない　10
おわりの雪　13
終わりよければすべてよし（シェイクスピア

全集）　23
音楽のたのしみ　33

カ
絵画の見かた　32
鍵のかかった部屋　5
隠し包丁　30
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白水uブックス
◉書名索引◉

片目のオオカミ　12
カッコーの巣の上で　8
カフカ・コレクション　24
カフカの生涯　31
カモ少年と謎のペンフレンド　13
かもめ　21
カモメに飛ぶことを教えた猫　19
から騒ぎ（シェイクスピア全集）　22
彼らは廃馬を撃つ　8
気になる部分　30
絹　16
樹の花にて　32
木のぼり男爵　17
貴婦人と一角獣　9
キャッチャー・イン・ザ・ライ（※［ペーパー

バック・エディション］）　3
供述によるとペレイラは……　15
ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む　
20

クレオパトラ物語　35
黒い時計の旅　7
クローヴィス物語　10
芸術家列伝　34
ケイレブ・ウィリアムズ　11
劇場　20
けだものと超けだもの　10
恋の骨折り損（シェイクスピア全集）　22
郊外へ　29
交換教授　10
皇妃ウージェニー　35
幸福論　38
ゴーレム　19
ゴドーを待ちながら　21
孤独と人生　39
コリオレーナス（シェイクスピア全集）　23
コルシア書店の仲間たち　28
これいただくわ　6

サ
最後の物たちの国で　5
逆さまゲーム　15

新版	意味論	 Q976

イレーヌ・タンバ著　大島弘子訳
言語のもつ意味の構造、その変化などを研究する意味論の歴史をたどり、こんにち
の研究についても言及。言葉の意味を根底から問う言語学的意味論を中心に、記号
表現の諸相も解明。 定価1296円（本体1200円）　50976-0

フランス自然主義文学	 Q980

アラン・パジェス著　足立和彦訳
ゾラ、彼の周囲に集まったモーパッサン、ゾラに反発した「五人の宣言」、そして「ナ
チュリスム（本然主義）」を唱えた作家など一時代を画した文学運動の軌跡とその実
態を叙述。 定価1296円（本体1200円）　50980-7

音声の科学	─音声学入門	 Q1008

ジャクリーヌ・ヴェシエール 著　中田俊介、川口裕司、神山剛樹訳
『音声学』（文庫クセジュ 266）から半世紀の研究成果を総括。音声学の入門書であ
ると同時に、最新の韻律論研究の入門書でもある。
 定価1296円（本体1200円）　51008-7
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白水uブックス
◉書名索引◉

ビザンツ皇妃列伝　36
人喰い鬼のお愉しみ　12
ヒト、山に登る　29
ビリー・ザ・キッド全仕事　20
比類なきモーツァルト　33
ピンフォールドの試練　10
ブエノスアイレス事件　18
不在の騎士　16
不死の人　18
豚の死なない日　7
続・豚の死なない日　7
踏みはずし　13
冬の夜ひとりの旅人が　16
冬物語（シェイクスピア全集）　23
フランス幻想小説傑作集　12
フランス小説の扉　31
フランス中世歴史散歩　37
平和の玩具　11
ペリクリーズ（シェイクスピア全集）　23
ペローの昔ばなし　27
ペンギンの島　14
編集室　13
変身（カフカ・コレクション）　24
ヘンリー四世　�第一部（シェイクスピア全

集）　22
ヘンリー四世　�第二部（シェイクスピア全

集）　22
ヘンリー五世（シェイクスピア全集）　23
ヘンリー六世　�第一部（シェイクスピア全

集）　22
ヘンリー六世　�第二部（シェイクスピア全

集）　22
ヘンリー六世　�第三部（シェイクスピア全

集）　22
ヘンリー八世（シェイクスピア全集）　23
ぼくのともだち　13
ポケット・フェティッシュ　29
ほとんど記憶のない女　8

マ
マーティン・ドレスラーの夢　7

マクベス（シェイクスピア全集）　23
間違いの喜劇（シェイクスピア全集）　22
マンゴー通り、ときどきさよなら　8
マンゾーニ家の人々　16
ミス・ブロウディの青春　11
南十字星共和国　20
ミラノ　霧の風景　28
もしもし　6
もっとにぎやかな外国語の世界　31
物語マリー・アントワネット　35
文盲　13

ヤ
山の上ホテル物語　30
ユニヴァーサル野球協会　8
夢みる人びと  七つのゴシック物語2　19
ユルスナールの靴　28

ラ
来福の家　31
ライ麦畑でつかまえて　5
落語風俗帳　32
落語名人伝　32
リア王（シェイクスピア全集）　23
リチャード二世（シェイクスピア全集）　22
リチャード三世（シェイクスピア全集）　22
裏面　19
流刑地にて（カフカ・コレクション）　24
ルソー　39
レクイエム　15
ロミオとジュリエット（シェイクスピア全集）　
22

ワ
ワーニャ伯父さん　21
ワインが語るフランスの歴史　36
わが生活と思想より　39
わが父 波郷　30
わたしたちの音楽史　33
笑いの三千里　18
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白水uブックス
◉書名索引◉

サミュエル・ベケット　31
シェイクスピア全集　22
四角い卵　11
シカゴ育ち　7
時間と自由　38
シチリア歴史紀行　36
失踪者（カフカ・コレクション）　24
縛り首の丘　18
澁澤龍彥との日々　31
社会契約論　39
尺には尺を（シェイクスピア全集）　23
じゃじゃ馬ならし（シェイクスピア全集） 22
十二夜（シェイクスピア全集）　23
ジュリアス・シーザー（シェイクスピア全集）　
23

初版グリム童話集　27
ジョン王（シェイクスピア全集）　22
城（カフカ・コレクション）　24
死を忘れるな　11
真珠の耳飾りの少女　9
死んでいる　9
審判（カフカ・コレクション）　24
シンベリン（シェイクスピア全集）　23
スウィム・トゥー・バーズにて　19
素顔のフィレンツェ案内　29
セックスの哀しみ　8
戦場の一年　16
装丁物語　30
続・豚の死なない日　7
存在と苦悩　38

タ
第三の警官　19
第三の魔弾　20
大衆の反逆　38
タイタス・アンドロニカス（シェイクスピア全

集）　22
旅路の果て　5
食べ放題　6
断食芸人（カフカ・コレクション）　25
地図で読む世界と日本　37

地図を創る旅　34
父ボース　37
チベット旅行記　35
チボー家の人々　26
地名の魅力　36
中世のパン　36
中世への旅 騎士と城　37
中二階　6
翼のはえた指  評伝安川加壽子　33
天使の恥部　18
天使も踏むを恐れるところ　9
テンペスト（シェイクスピア全集）　23
灯台守の話　9
東方綺譚　12
遠い水平線　15
トリエステの坂道　28
トロイラスとクレシダ（シェイクスピア全集）　
23

ドン・ジョヴァンニ　�音楽的エロスについ
て　38

ナ
ナイフ投げ師　7
中村屋のボース　37
夏の夜の夢（シェイクスピア全集）　22
ナポレオン秘話　35
生半可な學者　29
似顔絵物語　30
布の歳時記　30
ノート1　�万里の長城（カフカ・コレクショ

ン）　25
ノート2　�掟の問題（カフカ・コレクション）　
25

ノリーのおわらない物語　6
ノルマン騎士の地中海興亡史　36

ハ
パール判事　37
母なる夜　5
ハムレット（シェイクスピア全集）　23
ピサへの道  七つのゴシック物語1　19
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白水uブックス
◉著訳者名索引◉

シスネロス，サンドラ　8
柴田元幸　5,�7,�8,�29
柴野 均　16
芝野由和　36
澁澤龍子　31
渋谷 豊　13
志村正雄　5
シュヴァイツァー，アルベルト　39
シュヴァリエ，トレイシー　9
ショーペンハウアー　38,�39
末松氷海子　12
須賀敦子　15,�16,�28
鈴木昭裕　15,�16
須藤哲生　13
スパーク，ミュリエル　11
関山和夫　32
セプルベダ，ルイス　19

タ
代田亜香子　8
ダイベック，スチュアート　7
高儀 進　10
高階秀爾　32
高橋康也　21,�31
飛幡祐規　13
滝田文彦　12
田久保麻理　13
竹山道雄　39
多田智満子　12
田中英道　34
谷川彰英　36
タブッキ，アントニオ　15
田村 隆　30
チェーホフ，アントン　21
チャトウィン，ブルース　10
中条省平　12
鼓 直　18
デイヴィス，リディア　8
ディケンズ，チャールズ　10
ディネセン，イサク　19
デポルト，フランソワーズ　36

デュレンマット，フリードリヒ　20
土岐恒二　18
常盤新平　8,�30
土肥美夫　19
トマ，シャンタル　13

ナ
中井珠子　13
永川玲二　11
長沢和俊　35
中嶋しのぶ　29
中島岳志　37
中嶋浩郎　29
中野康司　9
中村雄二郎　38
野崎 歓　31
野崎 孝　5
野村圭介　14

ハ
バース，ジョン　5
バスティアン，ティル　36
バリッコ，アレッサンドロ　16
樋口哲子　37
平井啓之　38
平尾浩三　37
平川祐弘　34
平田オリザ　34
プイグ，マヌエル　18
フォースター，E.M　9
福間健二　20
福本秀子　37
フランス，アナトール　14
ブリューソフ，ワレリイ　20
ブルガーコフ，ミハイル　20
プレティヒャ，ハインリヒ　37
ベイカー，ニコルソン　6
ベケット，サミュエル　21
ヘス，カレン　7
ペック，ロバート・ニュートン　7
ペナック，ダニエル　12,�13
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【白水Ｕブックス】著訳者名索引

ア
青柳いづみこ　33
浅井真男　38
アラン　38
アリ，ミリアム　35
安堂信也　21
安藤哲行　18
生田耕作　12
池内 紀　10,�24,�25,�31
池澤夏樹　5
石田修大　30
石田勇治　36
井上浩一　36
今尾恵介　37
今村 孝　19
岩元 巌　8
ヴァザーリ，ジョルジョ　34
ウィーラン，グロリア　8
ウィンターソン，ジャネット　9,�10
ウォー，イーヴリン　10
ヴォネガット，カート　5
エリクソン，スティーヴ　7
大澤正佳　19
オースター，ポール　5
大塚幸男　35
岡 照雄　11
オカール，ジャン＝ヴィクトル　33
小川高義　6
小田島雄志　21,�22
オブライエン，フラン　19
オルテガ　38
温 又柔　31
オンダーチェ，マイケル　20

カ
柏瀬祐之　29
金森誠也　38,�39
金原瑞人　7

カフカ，フランツ　24,�25
カルヴィーノ，イタロ　16,�17
河口慧海　35
キージー，ケン　8
菊地信義　32
岸本佐知子　6,�8,�9,�10,�30
木下哲夫　9
金 学烈　18
キルケゴール　38
ギンズブルグ，ナタリア　16
クーヴァー，ロバート　8
草皆伸子　16
草鹿外吉　20
串田孫一　38
クビーン，アルフレート　19
くぼたのぞみ　8
窪田般彌　12,�35
クラーク，ケネス　32
クリストフ，アゴタ　13
グリム兄弟　27
グルニエ，ロジェ　13
クレイス，ジム　9
黒田杏子　30
黒田龍之助　31
桑名一博　38
ケイロース，エッサ・デ　18
高 演義　18
小池 滋　10
河野万里子　19
越川芳明　8
小谷年司　34
ゴドウィン，ウィリアム　11
小森谷慶子　36
近藤矩子　14
今野一雄　27

サ
サキ　10,�11
作田啓一　39
サリンジャー，J.D　3,�5
シェイクスピア，ウィリアム　22,�23
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ヘムリー，ロビン　6
ベルクソン　38
ペルッツ，レオ　20
ヘルツフェルト，フリードリヒ　33
ペルヌー，ジョルジュ　37
ペルヌー，レジーヌ　37
ペロー，シャルル　27
ボーヴ，エマニュエル　13
星乃治彦　36
堀江敏幸　13,�29
堀 茂樹　13
ボルヘス，ホルヘ・ルイス　18

マ
マイリンク，グスタフ　19
前川道介　20
増本浩子　20
松浦理英子　29
松岡和子　6
マッコイ，ホレス　8
マルタン・デュ・ガール　26
マンガレリ，ユベール　13
マンディアルグ　12
見崎恵子　36
水野忠夫　20
ミルハウザー，スティーヴン　6,�7
武藤剛史　33
村上春樹　3
村松 潔　32
モディアノ，パトリック　14
森 雅彦　34

ヤ
彌永史郎　18
山内義雄　26
山辺規子　36
山本博　36
ユアグロー，バリー　8
ユルスナール，マルグリット　12
横山貞子　19
吉田健一　10

吉田秀和　33
𠮷原高志　27
𠮷原素子　27
吉村博次　19
米川良夫　16,�17

ラ
ラドニック，ポール　6
リオ，ミシェル　13
ルソー，ジャン＝ジャック　39
ルッス，エミリオ　16
ルノートル，ジョルジュ　35
レエ，アンヌ　32
ロッジ，デイヴィッド　10
ロラン゠マニュエル　33

ワ
脇 功　16
和田 誠　30
渡辺佐智江　9
渡辺 護　33
和爾桃子　10,�11
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【文庫クセジュ】書名索引

ア
愛書趣味　81
アウグストゥスの世紀　63
アクシオン・フランセーズ　66
悪魔の文化史　63
アステカ文明　56
新しい児童心理学　43
新しい地理学　57
アメリカ合衆国の地理　56
アメリカの黒人　56
アルジェリア近現代史　62
アルジェリア戦争　68
アレクサンドロス大王　62
イエス　53
イスパノアメリカの征服　58
イタリア・オペラ　84
イタリア音楽史　81
イタリアの統一　68
イタリア美術　86
イタリア・ルネサンス絵画　86
異端カタリ派　46
異端審問　45
イディッシュ語　90
医の倫理　47
意味論　94
医療制度改革　74
インカ文明　57
印象派　85
隕石　79
インターポール　73
インディヘニスモ　61
インドの哲学　43
インドの文学　90
インフルエンザとは何か　77
ヴァイマル共和国　62
ヴェネツィア史　60
ヴェルサイユの歴史　60
宇宙生物学への招待　78

うつ病　79
海の汚染　77
英語語源学　91
英語の語彙　88
英語の語源　89
エイズ研究の歴史　78
英文学史　88
SF文学　93
エスニシティの社会学　73
エゾテリスム思想　47
エトルリア人　66
ＮＧＯと人道支援活動　73
エピステモロジー　47
演劇の歴史　85
オーケストラ　82
オートクチュール　86
お風呂の歴史　64
オペレッタ　86
おもちゃの歴史　83
音楽の形式　80
音楽の歴史　80
音声学　88
音声の科学　94

カ
絵画の技法　82
海賊　56
科学哲学　50
科学の本質と多様性　79
拡大ヨーロッパ　73
核融合エネルギー入門　78
カザフスタン　64
ガストロノミ　85
家族の秘密　54
カタルーニャの歴史と文化　64
カトリシスムとは何か　50
ガリカニスム　58
ガリレオ　67
カルタゴの歴史　66
カンギレム　51
看護職とは何か　79
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ガンジーの実像　62
記号学　88
旧約聖書　43
教育の歴史　73
ギリシア神話シンボル事典　54
ギリシアの神託　43
ギリシアの政治思想　44
ギリシア文法　92
キリスト教思想　45
キリスト教シンボル事典　50
近東の地政学　70
クレオール語　91
クレオパトラ　65
グレゴリオ聖歌　83
クレタ島　69
クロアチア　61
クローヴィス　61
ケアの倫理　52
芸術哲学入門　49
芸術療法入門　49
外科学の歴史　76
弦楽四重奏　85
言語学　88
言語政策とは何か　91
言語と思考　42
言語の地理学　58
原始キリスト教　43
現代中央アジア　65
建築の歴史　82
香水　86
合成ドラッグ　78
構造主義　44
皇帝ユスティニアヌス　63
コーラン　51
国際人道法　71
語源学　91
心の健康　76
古代エジプト　58
古代末期　68
古代ローマの女性たち　69
古代ローマの日常生活　63

ことばの心理学　47
子どもの絵の心理学入門　49
子どものコミュニケーション障害　50
語の選択　92
コミュニケーションの美学　49
コメディ゠フランセーズ　83
コモロ諸島　61
コルシカ島　60
コンスタンティヌス　68

サ
サルトル　50
サンスクリット　92
死　76
シェイクスピアとエリザベス朝演劇　80
死海写本　46
時間生物学とは何か　78
色彩の秘密　76
死後の世界　46
シチリアの歴史　68
実存主義　42
児童精神医学　52
ジプシー　65
ジャーナリストの倫理　72
社会学の言語　72
社会学の方法　71
社会言語学　92
ジャンヌ･ダルクの実像　59
十九世紀フランス哲学　53
宗教社会学入門　50
宗教哲学　53
十字軍　55
十七世紀フランス文学入門　93
十六世紀フランス文学　89
ショアーの歴史　68
象徴系の政治学　72
ジョージ王朝時代のイギリス　63
女性の権利　71
書物の歴史　82
神秘主義　42
新約聖書入門　50
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森林の歴史　56
人類生態学　76
心霊主義　47
睡眠と夢　77
スペイン史　58
スポーツの歴史　82
スロヴェニア　61
聖王ルイの世紀　63
性関係の歴史　71
精神医学の歴史　79
性倒錯　51
聖なるもの　54
聖パウロ　50
生命のリズム　76
西洋音楽史年表　86
西洋哲学史　51
世界遺産　73
世界演劇史　80
世界最大デジタル映像アーカイブ INA　
74

世界のなかのライシテ　74
世界の農業地理　55
石油の歴史　64
セクトの宗教社会学　53
セネカ　48
戦時下のアルザス・ロレーヌ　60
占星術　45
ソクラテス以前の哲学　44
ソフィスト列伝　49
ゾラと自然主義　91

タ
第一次世界大戦　69
大学の歴史　74
第五共和制　69
第三世界　71
大聖堂　67
多文化主義とは何か　62
タラソテラピー　77
チェスへの招待　85
チェチェン　64

チベット　66
中国人の生活　71
中国の外交　59
中世イタリア絵画　84
中世フランス文学　89
中世ヨーロッパの生活　56
超心理学　48
朝鮮史　65
超民族語　90
ツール・ド・フランス100話　87
DNAと犯罪捜査　74
ディオクレティアヌスと四帝統治　67
デカルトと合理主義　43
哲学　51
哲学入門　42
テニス　81
テロリズム　74
伝説の国　45
テンプル騎士団　57
ドイツ古典哲学　48
ドイツ哲学史　46
闘牛への招待　60
洞窟探検入門　84
透視術　49
東方正教会　46
トクヴィル　72
トマス哲学入門　46

ナ
ナポレオン　55
ナポレオン三世　67
二十世紀の建築　84
二十世紀フランス小説　93
認知神経心理学　47
脳はこころである　77

ハ
バイオバンク　79
売春の社会学　71
博物館学への招待　84
パスカルの哲学　47
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バスク人　59
発生的認識論　44
ハドリアヌス帝　67
花の歴史　80
バビロン　63
薔薇十字団　46
パリの歴史　61
バルト三国　58
バロック芸術　80
バロックの精神　83
ハンガリー　60
比較文学入門　93
美学への手引き　54
秘儀伝授　45
ビザンツ帝国史　62
ビザンツ文明　66
美術史入門　84
微生物　76
ヒマラヤ　57
秘密結社　42
100語でたのしむオペラ　87
100語でわかるエネルギー　79
100語でわかるガストロノミ　86
100語でわかるクラシック音楽　87
100語でわかる子ども　54
100語でわかる色彩　87
100語でわかる西欧中世　69
100語でわかるセクシュアリティ　52
100語でわかる中国　67
100語でわかるマルクス主義　53
100語でわかるロマン主義　93
100語でわかるワイン　85
百年戦争　62
100の神話で身につく一般教養　52
100の地点でわかる地政学　67

『百科全書』　70
ファシズム　57
フーガ　81
フーリガンの社会学　73
フェティシズム　51
フェミニズムの世界史　72

服飾の歴史 ─古代・中世篇　81
服飾の歴史 ─近世・近代篇　81
プラトン　42
プラトンの哲学　52
フランス歌曲とドイツ歌曲　80
フランス革命の文学　89
フランス古典喜劇　83
フランス古典劇　81
フランス自然主義文学　94
フランス詩法　88
フランス宗教史　48
フランス中世史年表　65
フランスにおける脱宗教性の歴史　74
フランスの温泉リゾート　65
フランスのサッカー　83
フランスの美術館・博物館　84
フランスの民族学　58
フランス文学の歴史　92
フランス領ポリネシア　64
フランス・レジスタンス史　65
フランス・ロマン主義　89
プランタジネット家の人びと　61
フリーメーソン　48
プリオン病とは何か　78
プロテスタントの歴史　42
文学史再考　90
文体の科学　90
文明の交差路としての地中海世界　70
ヘーゲル哲学　45
ペリクレスの世紀　69
ベルギー史　59
ヘレニズム文明　66
放射線医学から画像医学へ　77
ポエニ戦争　60
ポール・リクール　53
ホメロス　91
翻訳　93

マ
マニ教　49
マヤ文明　57
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マルクス以後のマルクス主義　44
ミシェル・フーコー　48
ミステリ文学　93
無神論　44
メジチ家の世紀　57
メロヴィング朝　66
モーツァルトの宗教音楽　82
文字とコミュニケーション　89
物語論　92
喪の悲しみ　52
モラル・ハラスメント　75
モンテーニュとエセー　90

ヤ
薬学の歴史　77
唯物論　54
ヨーガ　45
ヨーロッパ中世の哲学　43
ヨーロッパの超特急　72
ヨーロッパの民族学　59
ヨーロッパ文明史　56

ラ
ラカン　52
ラグビー　85
ラテン･アメリカ史　55
ラテンアメリカ文学史　88
ラテン語の歴史　92
ラブレーとルネサンス　89
ルイ十四世　55
ルーマニア史　59
ルネサンス　55
レヴィ=ストロース　53
レジリエンス　54
レトリック　91
錬金術　44
労働法　72
ローマ共和政　69
ローマ帝国　68
ローマの起源　64
ローマの古代都市　59

ロシア革命　55
ロシア･ソヴィエト哲学史　48
ロボットの新世紀　78
ロマン･ノワール　90

ワ
ワーグナーと《指環》四部作　82
ワインの文化史　83
笑い　51�
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