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アクセス1

本体価

同時
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書名 ISBN

アンドリュー・ロバーツ【著】　三浦元博【訳】 白水社 202010 EPUB 未定 ‐ 未定

戦時リーダーシップ論 9784560097908

マイケル・マクフォール【著】　松島芳彦【訳】 白水社 202011 EPUB 未定 ‐ 未定

冷たい戦争から熱い平和へ

（上）
9784560098158

マイケル・マクフォール【著】　松島芳彦【訳】 白水社 202012 EPUB 未定 ‐ 未定

冷たい戦争から熱い平和へ

（下）
9784560098165

エリック・シブリン【著】　武藤剛史【訳】 白水社 202012 EPUB 未定 ‐ 未定

「無伴奏チェロ組曲」を求めて 9784560098264

クリストフ・コニェ【著】　宇京頼三【訳】 白水社 202012 EPUB 未定 ‐ 未定

白い骨片 9784560098141

日比野啓【著】 白水社 202012 EPUB 未定 ‐ 未定

三島の子どもたち 9784560098103

エリック・H・クライン【著】　西村賀子【訳】 白水社 202102 EPUB 未定 ‐ 未定

トロイア戦争 9784560098257

近藤伸二【著】 白水社 202105 EPUB 未定 ‐ 未定

彭明敏 9784560098240

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000024 白水社 199510 PDF ¥8,030 ‐ ¥12,045

キルケゴール著作集　1

あれか、これか　第1部 上
9784560023181

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000025 白水社 199510 PDF ¥8,250 ‐ ¥12,375

キルケゴール著作集　2

あれか、これか　第1部 下
9784560023198

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000026 白水社 199510 PDF ¥5,500 ‐ ¥8,250

キルケゴール著作集　3

あれか、これか　第2部 上
9784560023204

好評配信中＜全集＞＜シリーズ＞

10

11

8

9

7

NO

内容紹介

1

2

3

近現代史上に重大な影響を及ぼしたナポレオン戦争（ナポレオン、ネルソン）、第一次・第二次大戦

（チャーチル、ヒトラー、スターリン、マーシャル、ドゴール、アイゼンハワー）、フォークランド戦争（サッチャー）に

おける九人のリーダーたち。皇帝、軍人から政治家、独裁者まで網羅し、戦時の成功の秘訣、失敗の理由を

検証。ナポレオンやチャーチルの伝記で著名な英国の歴史家が、「九人九色」のリーダーシップを明快に比較

考察する。

4

5

6

三島由紀夫の「遺伝子」は、演劇においてどのように継承されたか？　岸田國士や福田恆

存を皮切りに、アングラからメタシアター、アンドロイド演劇まで、50年間の劇作家たちによ

る「様々なる趣向」を検証！　松尾スズキやケラリーノ・サンドロヴィッチ、岡田利規や藤田

貴大ら現代演劇の旗手も視野に収め、索引も完備した、正統なる現代演劇史。

近日刊行予定

本書は、トロイア戦争に関連する三つの分野の研究成果――ホメロス叙事詩と「叙事詩

の環」などの文学資料、ヒッタイト文書という歴史学資料、ヒサルルック遺跡からの考古学

資料――を渉猟し、多角的・総合的に検証する。

民主化運動のシンボルと言われた人物の波瀾万丈の人生を貴重な証言と史料で再現したノンフィ

クション。関係者の回顧録や関連資料のほか、当事者の証言から事件の顛末と亡命の一部始終

を再現し、さらに李登輝との友情や二人の対比なども盛り込んで、彭明敏の人物像をくっきりと浮か

び上がらせる。台湾の民主化運動と知られざる日台交流史に光を当てた労作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

バラク・オバマとジョー・バイデンの下で、米露関係を対立から協調へと「リセット」する政策を

立案し、「ロシアの民主化と西側への統合」を推進した政治学者が回想する、外交の舞

台裏とは？　ヒラリー・クリントンら米政界の重鎮たちが推薦する、ＮＹタイムズ・ベストセ

ラー！

本書には、一人の学者、一人の外交官、そして家庭人が、ロシアや国際情勢の荒波にもまれなが

ら、現実に対処してゆく姿と心理が描かれている。著者は客観的に自らとロシアを観察しており、国

際情勢に影響力を行使するプーチンの内面を探る手がかりにも満ちている。 「エピローグ」では、ドナ

ルド・トランプ周辺とロシア、プーチンとの「怪しい関係」に章を割いている。

実際の『チェロ組曲』の構成を模して、「第一組曲」から「第六組曲」までの六章がそれぞれ「プレ

リュード」「サラバンド」などと題された六つのパートに分かれている。それぞれの「組曲」で著者は、作

曲者バッハと曲を世に広めた功労者カザルスの生涯を語りつつ、ミッシャ・マイスキーやピーター・ウィス

ペルウェイらチェリストたちのインタビューもまじえて、この楽曲のなりたちや受容について考察する。

本書は、カルロ・ギンズブルグのミクロストリアの手法さながらに、ホロコーストの歴史を“無修

正で”物語ることにより記憶と歴史の関係を問い直す。そしてそれは同時に、スーザン・ソン

タグやロラン・バルトの写真論、クロード・ランズマンやディディ＝ユベールマンらによるイメージ

論を更新する「撮影行為の考古学」でもある。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。
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セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000027 白水社 199510 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

キルケゴール著作集　4

あれか、これか　第2部 下
9784560023211

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000028 白水社 199510 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

キルケゴール著作集　5

おそれとおののき . 反復
9784560023228

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000029 白水社 199510 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

キルケゴール著作集　6

哲学的断片・危機および一女優

の生涯における一つの危機

9784560023235

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000030 白水社 199510 PDF ¥7,920 ‐ ¥11,880

キルケゴール著作集　7

哲学的断片への結びとしての

非学問的あとがき　上

9784560023242

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000031 白水社 199510 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

キルケゴール著作集　8

哲学的断片への結びとしての

非学問的あとがき　中

9784560023259

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000032 白水社 199510 PDF ¥9,680 ‐ ¥14,520

キルケゴール著作集　9

哲学的断片への結びとしての

非学問的あとがき　下

9784560023266

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000033 白水社 199510 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

キルケゴール著作集　10

不安の概念 . 序文ばかり
9784560023273

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000034 白水社 199510 PDF ¥6,710 ‐ ¥10,065

キルケゴール著作集　11

死にいたる病 . 現代の批判
9784560023280

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000035 白水社 199510 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

キルケゴール著作集　12

人生行路の諸段階　上
9784560023297

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000036 白水社 199510 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

キルケゴール著作集　13

人生行路の諸段階　中
9784560023303

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000037 白水社 199510 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

キルケゴール著作集　14

人生行路の諸段階　下
9784560023310

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000038 白水社 199510 PDF ¥7,370 ‐ ¥11,055

キルケゴール著作集　15

愛のわざ　第1部
9784560023327

13

12

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

23

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。
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セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000039 白水社 199510 PDF ¥6,380 ‐ ¥9,570

キルケゴール著作集　16

愛のわざ　第2部
9784560023334

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000040 白水社 199510 PDF ¥9,130 ‐ ¥13,695

キルケゴール著作集　17

キリスト教の修練
9784560023341

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000041 白水社 199510 PDF ¥7,370 ‐ ¥11,055

キルケゴール著作集　18

わが著作活動の視点 .

野の百合・空の鳥

9784560023358

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000042 白水社 199510 PDF ¥8,250 ‐ ¥12,375

キルケゴール著作集　19

瞬間 . 自らを裁け
9784560023365

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000043 白水社 199510 PDF ¥5,940 ‐ ¥8,910

キルケゴール著作集　20

イロニーの概念　上
9784560023372

セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】 KP00000044 白水社 199510 PDF ¥6,710 ‐ ¥10,065

キルケゴール著作集　21

イロニーの概念　下
9784560023389

アラン【著】 　中村雄二郎【訳】 KP00000045 白水社 199711 PDF ¥9,350 ‐ ¥14,025

アラン著作集　１

思索と行動のために
9784560023563

アラン【著】 　串田孫一 　中村雄二郎【訳】 KP00000046 白水社 199711 PDF ¥6,490 ‐ ¥9,735

アラン著作集　２

幸福論
9784560023570

アラン【著】 　古賀照一【訳】 KP00000047 白水社 199711 PDF ¥6,270 ‐ ¥9,405

アラン著作集　３

感情 情念 表徴
9784560023587

アラン【著】 　原亨吉【訳】 KP00000048 白水社 199711 PDF ¥7,810 ‐ ¥11,715

アラン著作集　４

人間論
9784560023594

アラン【著】 　安藤元雄【訳】 KP00000049 白水社 199711 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

アラン著作集　５

芸術についての二十講
9784560023600

アラン【著】 　渡辺秀【訳】 KP00000050 白水社 199711 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

アラン著作集　６

イデー(哲学入門)
9784560023617

25

26

30

31

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではな

く、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全

貌を伝える著作集。第2巻　実践的工夫のある生活経験のなかから滲み出た「生への正

しい方向性」を探り、そこから導かれたアラン流「幸福とは何か」。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

29

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

34

抽象思考を重ねるのではなく、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先

駆ともなったアラン哲学の全貌を伝える著作集。第5巻　「想像力とは芸術において純化さ

れた情念であり、それゆえに、芸術的形象は人々の情念を純化する。」このテーゼから、演

劇、建築、絵画など芸術の各分野に展開された芸術論。

32

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではな

く、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全

貌を伝える著作集。第3巻　情感の世界にあらわれる「表徴するもの」と「表徴されるもの」

とのドラマを追求する。

33

身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではなく、つねに具

体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全貌を伝える

著作集。第4巻　「人間とは獣と神の中間者である」という古来からある規定を検証して、

二重性を含む人間の問題を生理学（身体論）によって考察した「人間粗描」。

24

28

27

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

35

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではな

く、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全

貌を伝える著作集。第6巻　師と仰ぐ哲学者たち、プラトン、デカルト、ヘーゲル、コントらの

特徴的な思想を概説しつつ、自己の哲学の考え方を開陳する。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

キルケゴール著作集全21巻。各巻ごとにそれぞれの解説を収録。神の前の単独者として

個人思想を唱し、実存哲学、弁証法神学に大きな影響をあたえたキルケゴールの思想を

知る全著作。

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではな

く、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全

貌を伝える著作集。第1巻　「感覚による認識」「秩序だった経験」「推理による認識」「行

為」「情念」「道徳」「儀式」の7部からなる哲学概論。
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アラン【著】 　八木冕【訳】 KP00000051 白水社 199711 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

アラン著作集　７

教育論
9784560023624

アラン【著】 　杉本秀太郎【訳】 KP00000052 白水社 199711 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

アラン著作集　８

文学折りにふれて
9784560023631

アラン【著】 　渡辺秀【訳】 KP00000053 白水社 199711 PDF ¥6,490 ‐ ¥9,735

アラン著作集　９

宗教論
9784560023648

アラン【著】 　田島節夫【訳】 KP00000054 白水社 199711 PDF ¥7,150 ‐ ¥10,725

アラン著作集　１０

わが思索のあと
9784560023655

ルネ・デカルト 　三宅徳嘉【ほか訳】 KP00005490 白水社 200109 PDF ¥12,210 ‐ ¥18,315

デカルト著作集　第1巻 9784560025253

ルネ・デカルト 　三宅徳嘉 【ほか 訳】 KP00005491 白水社 200109 PDF ¥12,375 ‐ ¥18,562

デカルト著作集　第2巻 9784560025260

ルネ・デカルト 　三宅徳嘉 【ほか訳】 KP00005492 白水社 200109 PDF ¥12,375 ‐ ¥18,562

デカルト著作集　第3巻 9784560025277

ルネ・デカルト 　三宅徳嘉 【ほか 訳】 KP00005493 白水社 200109 PDF ¥12,540 ‐ ¥18,810

デカルト著作集　第4巻 9784560025284

ミシェル・ド・モンテーニュ【著】 　宮下志朗【訳】 KP00005509 白水社 200510 PDF ¥7,370 ‐ ¥11,055

エセー　１ 9784560025741

ミシェル・ド・モンテーニュ【著】 　宮下志朗【訳】 KP00005510 白水社 200701 PDF ¥8,140 ‐ ¥12,210

エセー　２ 9784560025758

ミシェル・ド・モンテーニュ【著】 　宮下志朗【訳】 KP00005511 白水社 200802 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

エセー　３ 9784560025765

ミシェル・ド・モンテーニュ【著】 　宮下志朗【訳】 KP00005512 白水社 201006 PDF ¥7,810 ‐ ¥11,715

エセー　４ 9784560025772

36

44

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではな

く、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全

貌を伝える著作集。第7巻　アンリ四世高等中学校（リセ）の一教師として生涯を送った

「人生の教師」アランがその体験から説く実践教育論。

37

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではな

く、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全

貌を伝える著作集。第8巻　ホメロスからクローデル、ロマン・ロランまで、通史的に配された

文学論集。随所にみえる言語に関する考察は、記号論の入り口でもある。

40

第1巻内容＝方法序説／試論「屈折光学」「気象学」「幾何学」

41

第2巻内容＝省察／反論と答弁1 ～ 6

38

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことばで考える。抽象思考を重ねるのではな

く、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先駆ともなったアラン哲学の全

貌を伝える著作集。第9巻　「宗教的感情の本質的なものは人間の偉大な属性を愛す

ることだ」と説き、人間愛の倫理としての宗教を考察する。

39

抽象思考を重ねるのではなく、つねに具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の先

駆ともなったアラン哲学の全貌を伝える著作集。第10巻　しなやかで強靭な、柔軟にみえ

て厳しいアランの思想がどのように形成されたか、考えることの稀有の達人がどのように自己

を形成したか。アランの省察録。

知識人の教養書として、古くから読みつがれてきた名著、待望の新訳！　これまでのモン

テーニュのイメージを一新する、平易かつ明晰な訳文で古典の面白さを存分にお楽しみく

ださい。

45

知識人の教養書として、古くから読みつがれてきた名著、待望の新訳！　第2巻には、「友

情について」「孤独について」「ことばの空しさについて」「年齢について」など32編を収録。

42

第3巻内容＝哲学原理／情念論／書簡集

43

第4巻内容＝精神指導の規則／宇宙論／人間論／真理の探求／ビュルマンとの対話

／平和の訪れ（舞踊劇）／思索私記／音楽提要／掲貼文書への覚え書

46

第3巻には、「酔っぱらうことについて」「良心について」「書物について」「残酷さについて」など

11編を収録。 苦痛や、恥辱や、貧困など、それ以外の災いに対してならば、慣れや経験

によって、自分を強くすることができる。ところが、死に関しては、それを一度しか体験できな

い死に挑むとき、人はだれでも初心者にすぎないのである。

47

『エセー』の中で最長、最大の章、難解をもって知られる「レーモン・スボンの弁護」を収録。

懐疑から発した判断の「試み（エセー）」を生涯つづけたモンテーニュの真髄がここにある。
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ミシェル・ド・モンテーニュ【著】 　宮下志朗【訳】 KP00005513 白水社 201812 PDF ¥8,470 ‐ ¥12,705

エセー　５ 9784560025789

ミシェル・ド・モンテーニュ【著】 　宮下志朗【訳】 KP00005514 白水社 201412 PDF ¥7,590 ‐ ¥11,385

エセー　６ 9784560025796

ミシェル・ド・モンテーニュ【著】 　宮下志朗【訳】 KP00005515 白水社 201604 PDF ¥8,250 ‐ ¥12,375

エセー　７ 9784560025802

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000068 白水社 200410 PDF ¥7,590 ‐ ¥11,385

ショーペンハウアー全集　1

新装復刊

根拠律の四つの根について

　　　　　 : 視覚と色彩について

9784560025598

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000069 白水社 200410 PDF ¥6,820 ‐ ¥10,230

ショーペンハウアー全集　2

新装復刊

意志と表象としての世界　正編1

9784560025604

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000070 白水社 200410 PDF ¥9,130 ‐ ¥13,695

ショーペンハウアー全集　3

新装復刊

意志と表象としての世界　正編2

9784560025611

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000071 白水社 200410 PDF ¥6,930 ‐ ¥10,395

ショーペンハウアー全集　4

新装復刊

意志と表象としての世界　正編3

9784560025628

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000072 白水社 200410 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

ショーペンハウアー全集　5

新装復刊

意志と表象としての世界　続編1

9784560025635

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000073 白水社 200410 PDF ¥9,130 ‐ ¥13,695

ショーペンハウアー全集　6

新装復刊

意志と表象としての世界　続編2

9784560025642

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000074 白水社 200410 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

ショーペンハウアー全集　7

新装復刊

意志と表象としての世界　続編3

9784560025659

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000075 白水社 200410 PDF ¥5,940 ‐ ¥8,910

ショーペンハウアー全集　8

新装復刊

自然における意志について

9784560025666

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000076 白水社 200410 PDF ¥9,460 ‐ ¥14,190

ショーペンハウアー全集　9

新装復刊

倫理学の二つの根本問題

9784560025673

48

知識人の教養書として、古くから読みつがれてきた名著、待望の新訳！　第５巻には、

「栄光について」「嘘をつくこと」「なにごとにも季節がある」「怒りについて」など二五編を収録

49

知識人の教養書として、古くから読みつがれてきた名著、待望の新訳！「役立つことと正し

いことについて」「後悔について」「気持ちを転じることについて」「話し合いの方法について」な

ど８編収録。

52

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

53

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

50

待望の新訳ついに完結！「空しさについて」「容貌について」など、引用されることも多い全

5編を収録。

51

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

57

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

58

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

59

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

54

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

55

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

56

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集
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アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000077 白水社 200410 PDF ¥7,150 ‐ ¥10,725

ショーペンハウアー全集　10

新装復刊

哲学小品集　１

9784560025680

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000078 白水社 200410 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

ショーペンハウアー全集　11

新装復刊

哲学小品集　２

9784560025697

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000079 白水社 200410 PDF ¥7,590 ‐ ¥11,385

ショーペンハウアー全集　12

新装復刊

哲学小品集　３

9784560025703

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000080 白水社 200410 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

ショーペンハウアー全集　13

新装復刊

哲学小品集　４

9784560025710

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000081 白水社 200410 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

ショーペンハウアー全集　14

新装復刊

哲学小品集　５

9784560025727

アルトゥル・ショーペンハウアー【著】 KP00000082 白水社 200410 PDF ¥11,110 ‐ ¥16,665

ショーペンハウアー全集　　別巻

新装復刊

ショーペンハウアー : 生涯と思想

9784560025734

市田良彦 KP00005507 白水社 200708 PDF ¥5,940 ‐ ¥8,910

ランシエール　新〈音楽の哲学〉 9784560024553

渡辺諒 KP00005508 白水社 200704 PDF ¥4,620 ‐ ¥6,930

バルト　距離への情熱 9784560024546

谷川健一【編】 KP00000055 白水社 200007 PDF ¥10,450 ‐ ¥15,675

日本の神々　第1巻 9784560025017

谷川健一【編】 KP00000056 白水社 200007 PDF ¥10,120 ‐ ¥15,180

日本の神々　第2巻 9784560025024

谷川健一【編】 KP00000057 白水社 200007 PDF ¥9,680 ‐ ¥14,520

日本の神々　第3巻 9784560025031

谷川健一【編】 KP00000058 白水社 200007 PDF ¥12,980 ‐ ¥19,470

日本の神々　第4巻 9784560025048

66

美学と政治学を架橋させながら様々な事象を考察する哲学者の思想を〈音楽＝言語～

反・歴史、反・文化〉という切り口から語りつくす、本邦初にしてあまりに挑発的なランシエー

ル論。

60

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

61

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

62

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

63

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

64

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

65

森羅万象の実体を「意志」と見て近代哲学への扉を開いたショーペンハウアーは、稀有の

名文家としても知られている。そのすべてを初めて本邦に紹介した全集

67

「意味がない、それがいい」「なんでもない、そして愛おしい」を求め、めまぐるしく論考の対象

と手法を変えつづけたR.B.。死の直前まで“新たな生”を希求したダンディストの軌跡をあぶ

りだす、出色の論考。

68

本巻には旧西海道（九州地方）の九国二島が収録される。内訳は、対馬・壱岐（長崎県）、

筑前・筑後（福岡県）、豊前（福岡県東部・大分県北部）、豊後（大分県）、肥前（佐賀

県・長崎県）、肥後（熊本県）、日向（宮崎県）、大隅・薩摩（鹿児島県）である。なお、

旧国を単位としたのは、おのおのの地域性を考慮してのことである。

69

各地に今も息づく神々を通して、日本列島の歴史・文化・風土を浮彫にする。伝統文化

の象徴としての神社に、民俗・歴史・考古など学際的観点から光を照射する画期的試

み。

70

本書には摂津・河内・和泉（大阪府全域と兵庫県東南部）・淡路（兵庫県）の旧四

国が収録される。旧国を単位としたのは、おのおのの地域性を考慮してのことである。

71

本巻は旧大和国（奈良県）一国で構成する。収録社の大半が延喜式内社であるた

め、あえて古代の郡を基準として各社を配布した。ちなみに大和の式内社は２１６社・

２８６座（大社１２８座・小１５８座）であり、本巻には、所在不明（もしくは不明

確）のものも含めてその過半数を収める。
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谷川健一【編】 KP00000059 白水社 200007 PDF ¥12,210 ‐ ¥18,315

日本の神々　第5巻 9784560025055

谷川健一【編】 KP00000060 白水社 200007 PDF ¥10,890 ‐ ¥16,335

日本の神々　第6巻 9784560025062

谷川健一【編】 KP00000061 白水社 200007 PDF ¥10,670 ‐ ¥16,005

日本の神々　第7巻 9784560025079

谷川健一【編】 KP00000062 白水社 200007 PDF ¥9,680 ‐ ¥14,520

日本の神々　第8巻 9784560025086

谷川健一【編】 KP00000063 白水社 200007 PDF ¥10,230 ‐ ¥15,345

日本の神々　第9巻 9784560025093

谷川健一【編】 KP00000064 白水社 200007 PDF ¥10,010 ‐ ¥15,015

日本の神々　第10巻 9784560025109

谷川健一【編】 KP00000065 白水社 200007 PDF ¥12,760 ‐ ¥19,140

日本の神々　第11巻 9784560025116

谷川健一【編】 KP00000066 白水社 200007 PDF ¥8,580 ‐ ¥12,870

日本の神々　第12巻 9784560025123

谷川健一【編】 KP00000067 白水社 200007 PDF ¥13,530 ‐ ¥20,295

日本の神々　第13巻 9784560025130

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005481 白水社 200109 PDF ¥7,095 ‐ ¥10,642

ベルグソン全集 1

時間と自由／

アリストテレスの場所論

9784560025154

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005482 白水社 200109 PDF ¥6,930 ‐ ¥10,395

ベルグソン全集 2

物質と記憶
9784560025161

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005483 白水社 200109 PDF ¥7,755 ‐ ¥11,632

ベルグソン全集 3

笑い／持続と同時性
9784560025178

72

各地に今も息づく神々を通して、日本列島の歴史・文化・風土を浮彫にする。伝統文化

の象徴としての神社に、民俗・歴史・考古など学際的観点から光を照射する画期的試

み。

73

本巻には伊勢・志摩・伊賀（三重県）と紀伊（和歌山県全域と三重県の牟婁地方）

の四国が収録される。なお、紀伊については旧都を基準として各社を配分した。

74

各地に今も息づく神々を通して、日本列島の歴史・文化・風土を浮彫にする。伝統文化

の象徴としての神社に、民俗・歴史・考古など学際的観点から光を照射する画期的試

み。

75

本書には旧北陸道七国が収録される。内訳は若狭・越前（福井県）、加賀・能登

（石川県）、越中（富山県）、越後・佐渡（新潟県）である。

76

各地に今も息づく神々を通して、日本列島の歴史・文化・風土を浮彫にする。伝統文化

の象徴としての神社に、民俗・歴史・考古など学際的観点から光を照射する画期的試

み。

77

本巻には旧東海道六国が収録される。内訳は尾張・三河（愛知県）、遠江・駿河・伊

豆（静岡県。伊豆諸島のみ東京都）、甲斐（山梨県）である。

78

各地に今も息づく神々を通して、日本列島の歴史・文化・風土を浮彫にする。伝統文化

の象徴としての神社に、民俗・歴史・考古など学際的観点から光を照射する画期的試

み。

79

本巻には現在の東北六県（旧七国）と北海道が収録される。内訳は磐城（福島県東部と宮城県の一

部）、岩代（福島県西部）、陸前（宮城県と岩手県の一部）、陸中（岩手県）、羽前（山形県）、

羽後（山形県の一部と秋田県）、陸奥（青森県と岩手県・秋田県の一部）、北海道である。なお念のた

め、古代の陸奥国は、おおむね東北地方の太平洋側一帯を意味し、後世の概念とは異なる。

80

南西諸島とはトカラ列島・奄美諸島（鹿児島県）および沖縄諸島・宮古諸島・八重山

諸島（沖縄県）の総称であり、本巻はこれらの島々に残る聖地・伝承・祭祀を歴史的・

民俗学的観点から扱うものである。

81

ベルグソンの処女作『時間と自由』には、二十世紀哲学に不滅の地位を築いた彼の仕事のほとんど全ての要

素が秘められている。それまでの支配的な思想であった決定論からの解放を唱え、「真の持続」に人間の「自

由」を確立したその論証は今も現代思想の中に生きている。アリストテレス『自然学』における場所論を詳細に

検討した『アリストテレスの場所論』は、純粋持続としての「時間」の意義を明確にする上でも重要な著作。

82

ベルグソン哲学の全発展の基礎を据えた労作。フランス哲学の伝統的テーマともいうべき心と身体の問題にと

りくみつつ、あらゆる哲学の根本問題である物質と精神の関係を、徹底的に解明しようと試みる。実証科学と

密接した哲学的思想の深さにおいて他に例をみないだけでなく、彼の時代以後の新しい知識に照らしてその

思索を見直す場合にも、この書にこめられた先駆的思想には驚きを新たにするものがある。

83

『笑い』――笑いの本質を分析した名著。コミック（滑稽さ）の生成過程というユニークなテーマにあたって、科

学的な正確さ・厳密さを旨とする方法論を採用した。 『持続と同時性』――科学と哲学が相補うべきものと

考えていたベルグソンは、自分の「持続」の概念をアインシュタインの相対性理論と対決させざるをえなかった。こ

の仕事は時間の哲学的な意味を深めるものであったと彼自身が言っている。
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アンリ・ベルグソン【著】 KP00005484 白水社 200109 PDF ¥8,085 ‐ ¥12,127

ベルグソン全集 4

創造的進化
9784560025185

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005485 白水社 200109 PDF ¥6,765 ‐ ¥10,147

ベルグソン全集 5

精神のエネルギー
9784560025192

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005486 白水社 200109 PDF ¥7,590 ‐ ¥11,385

ベルグソン全集 6

道徳と宗教の二源泉
9784560025208

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005487 白水社 200109 PDF ¥7,095 ‐ ¥10,642

ベルグソン全集 7

思想と動くもの
9784560025215

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005488 白水社 200109 PDF ¥7,590 ‐ ¥11,385

ベルグソン全集 8

小論集　1
9784560025222

アンリ・ベルグソン【著】 KP00005489 白水社 200109 PDF ¥7,095 ‐ ¥10,642

ベルグソン全集 9

小論集　2
9784560025239

小松義夫 KP00015187 白水社 200711 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

ぼくの家は「世界遺産」 9784560031728

森枝卓士 KP00015188 白水社 200711 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

食べてはいけない！ 9784560031742

松村一男 KP00015189 白水社 200806 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

この世界のはじまりの物語 9784560031858

中牧弘允 KP00015190 白水社 200807 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

カレンダーから世界を見る 9784560031896

今尾恵介 KP00015230 白水社 201409 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

地図と鉄道省文書で読む私鉄の

歩み　関東(1)東急・小田急
9784560083864

今尾恵介 KP00015231 白水社 201501 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

地図と鉄道省文書で読む私鉄の

歩み　関東(2)京王・西武・東武
9784560084083

いまではベルグソンは歴史的になった。歴史的であるというのは、考証の対象になるというこ

とであり、彼自身は公開を拒んだという手稿や断片も現代のわれわれには重要な資料で

ある。

89

初期の「ルクレチウス抜萃」から、「ウィリアム・ジェームズ宛書簡」、数多くの書評、コレー

ジュ・ド・フランスにおける講義題目、アカデミー・フランセーズ会員就任演説、晩年のデカル

ト記念会議へのメッセージなど、貴重な文献を二巻にまとめた。

90

地球上にはさまざまな家がある。その家は、そこに生きるひとびとの暮らしを表わしている。写

真家として世界中の民家を訪ねる著者が語る、「ひとが住むかたち」を感じるための一冊。

91

世界は食べものであふれている。でも、ひとによって食べてはいけないものもある。食にまつわ

る世界のタブーを、写真家として多くの味に触れた著者が語る、空腹感いっぱいの一冊。

92

私たちの住む世界はどのように生まれたの？　そもそも人間はどうやって誕生したの？　世

界各地に伝わる「はじまりの物語」には、人類の想像力のかたちが溢れている。

84

ベルグソンの名を不朽ならしめた著。生命の哲学は機械論や目的論を超えたところに見いだされなければならず、進化は根源

的な飛躍（エラン・オリジネル）によっておこなわれる。生命は巨大な波のようなものであり、一つの中心から出発して伝播して

いく。ただ一つの点で障害が押し切られ、衝動は自由に進んだ。人間的形態が示しているのは、まさにこの自由である――こ

れは全宇宙を進化の過程としてとらえる壮大な形而上学である。

94
世界に冠たる「鉄道王国」日本の歩みを、鉄道会社の職員やその許認可を担当する事

務官、そして沿線住民の日常から浮かび上がらせていく。掲載地図多数。第1巻は東急と

小田急沿線。

95

世界に冠たる「鉄道王国」日本の歩みを、鉄道会社の職員やその許認可を担当する事

務官、そして沿線住民の日常から浮かび上がらせていく。掲載地図多数。第2巻は京王と

西武・東武沿線。

85

『創造的進化』の前後に発表された講演・論文集。夢がどうしてできるかの説明を試みた講演や、発明・創作

などの力を分析した論文など興味深い研究を含む。この本全体としてもまとまったもので、精神的な生命の実

在性というベルグソンの基礎的な立場が表明されている。また「意識と生命」「心と体」などの講演には、彼の世

界観や人間観がやさしいことばで要約されており、ベルグソン哲学の入門書として読むこともできる。

86

ベルグソンの第四の、そして最後の主著。彼独自の「社会学」を企てた書といわれる。集団的な社会生活の

もっとも人間に固有な問題である「道徳」と「宗教」が、「社会における個人」「個人における社会」「閉じられた

社会と開かれた社会」「文明人における原始的心性」「生霊信仰」「静的宗教と動的宗教」「悪の問題」「自

然的社会とデモクラシー」等々の、きわめて興味深い側面から徹底的に追究されている。

87

論文・講演集。『精神のエネルギー』が著者の学説あるいは理論的研究の集録であるのに対して、主として哲

学の方法について語ったものを集めたのが本書であり、その長期にわたる哲学的思索のエッセンスがわかりやす

い姿で示されている。有名な「形而上学入門」や「哲学的直感」をはじめ、ここに収められた九編はいずれも哲

学の本質をみごとに語った珠玉であり、哲学する力そのものの豊かな糧である。

93

クリスマスが一月七日に祝われたり、春分の日を正月とする地域があります。世界のカレン

ダーをとおして、その歴史や紀元など、さまざまな時間のくぎり方を楽しんでみませんか。

88
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今尾恵介 KP00015233 白水社 201508 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

地図と鉄道省文書で読む私鉄の

歩み　関東(3)京成・京急・相鉄
9784560084564

河竹登志夫【編著】 KP00000086 白水社 199309 PDF ¥8,910 ‐ ¥13,365

歌舞伎オン・ステージ1

蔦紅葉宇都谷峠／青砥稿花紅

彩画

9784560032718

景山正隆【編著】 KP00000087 白水社 199508 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

歌舞伎オン・ステージ2

妹背山婦女庭訓／伊賀越道中

双六

9784560032725

松崎仁【編著】 KP00000088 白水社 198701 PDF ¥7,370 ‐ ¥11,055

歌舞伎オン・ステージ3

夏祭浪花鑑／伊勢音頭恋寝刃
9784560032732

小池章太郎【編著】 KP00000089 白水社 198505 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

歌舞伎オン・ステージ4

一谷嫩軍記／

近江源氏先陣館／

絵本太功記／梶原平三誉石切

9784560032749

広末保【編著】 KP00000090 白水社 199007 PDF ¥7,150 ‐ ¥10,725

歌舞伎オン・ステージ5

桜姫東文章
9784560032756

松井俊諭【編著】 KP00000091 白水社 199607 PDF ¥9,350 ‐ ¥14,025

歌舞伎オン・ステージ6

鏡山旧錦絵／加賀見山再岩藤
9784560032763

菊池明【編著】 KP00000092 白水社 198605 PDF ¥5,940 ‐ ¥8,910

歌舞伎オン・ステージ7

篭釣瓶花街酔醒／

神明恵和合取組

9784560032770

服部幸雄【編著】 KP00000093 白水社 199403 PDF ¥10,780 ‐ ¥16,170

歌舞伎オン・ステージ8

仮名手本忠臣蔵
9784560032787

井草利夫【編著】 KP00000094 白水社 198512 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

歌舞伎オン・ステージ9

盟三五大切／時桔梗出世請状
9784560032794

服部幸雄【編著】 KP00000095 白水社 198508 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

歌舞伎オン・ステージ10

勧進帳／毛抜／暫／

鳴神／矢の根

9784560032800

古井戸秀夫 　今岡謙太郎【編著】 KP00000096 白水社 199708 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

歌舞伎オン・ステージ11

天衣紛上野初花
9784560032817

103

田舎者の上にあばたづらというぶ男が迷いこんだ吉原で遊女八ツ橋を見染めたときが惨劇

のはじまりとなる籠釣瓶。力士と火消し人足（鳶）の乱闘を描いた和合取組の通称は

「め組の喧嘩」。江戸の情緒を歌舞伎ならではの趣向で見せる風俗劇の代表作。

104

仮名手本忠臣蔵（かなでほんちゅうしんぐら） 御存知、歌舞伎の極め付き。鶴岡の饗

応の場からはじまって最後の討ち入りまでに、赤穂事件の発端から終結までがみごとに順を

追ってしくまれている。弱者に同情する日本人の正義感に支えられて、江戸時代から今日

まで、芝居として最多の上演回数を誇っている。

105

 主人の仇討ちのための百両の金をだましとられたと知ったとき源五兵衛の怒りは爆発す

る。源五兵衛の小万殺しを「忠臣蔵」に関係づけたのが「三五大切」。豊臣秀吉の出世

談に明智光秀の信長殺しをからめ、通称「馬盥（ばだらい）の光秀」で知られるのが「出

世請状」。

106

勧進帳（かんじんちょう） 毛抜（けぬき） 暫（しばらく） 鳴神（なるかみ） 矢の根

（やのね） 市川団十郎家代々の当り狂言を集成した歌舞伎十八番の中からえらばれ

た代表作。忠義（勧進帳）、奇抜（毛抜）、正義（暫）、煩悩（鳴神）、豪壮

（矢の根）などのテーマが荒事の様式的な演技と呪術的な儀礼を伴って展開する。

107

天衣紛上野初花（くもにまごううえののはつはな） 天保六花撰の名で知られる六人の悪

党の痛快な活躍。「とんだ所へ北村大膳」の河内山のせりふで知られる松江家玄関先と、

遊女三千歳（みちとせ）と直次郎のラブシーンが哀切なメロディに乗って展開する入谷大

口屋の寮が見所、聞所。初稿本「雲上野三衣策前」による。

102

岩藤から草履打ちの辱めを受け自殺した主人尾上の仇を召使いお初が見事に討ち果た

す鏡山は容楊黛作。後日譚として、お家騒動に復活した岩藤の亡霊の怪異と忠臣の錯

誤による主殺しの悲劇を描く再岩藤は河竹黙阿弥の作。前者は「女忠臣蔵」と称され、

後者は骨寄せや宙乗りの場面もある人気作である。

97

あわれな少年按摩を殺して金子百両を奪った十兵衛の人間悲劇、通称「文弥殺し」と、

花の大江戸で五人組の怪盗団が大活躍する通称「弁天小僧」を収録。共に黙阿弥の

最高傑作。前者は名優小団次との提携で幕末世話物の世界を拓き、後者は五世菊五

郎のために書かれ、現代も最多上演を誇る屈指の人気作となった。

98

 日本版ロミオとジュリエットの悲劇、恋人のために死んでいくお三輪の乙女心が胸を打つ

「妹背山婦女庭訓」。剣豪荒木又衛門の伊賀上野の活躍を劇化した「伊賀越道中双

六」は、東海道筋をたどる主人公たちの移動につれて次々と哀切な局面が展開する。

99

男だて団七が恩人の恋人を守るため舅義平次を殺害したとき、背景を夏祭りの行列が華

かに過ぎて行く夏祭浪花鑑。恋人の心にもない愛想づかしを真に受け、妖刀青江下坂を

振るって大量殺人にはしった男の惨劇を描く伊勢音頭。その明暗の対照が悲しく美しい。

100

一の谷の合戦における直実と敦盛の悲話を脚色した「嫩軍記」。大坂の陣を劇化した「先

陣館」。明智光秀の叛逆の13日間を描いた「太功記」。そして、梶原景時が石を斬って

名剣の奇瑞を見せた「誉石切」。戦乱の世の武士の苦渋に満ちた生き方を描く四編。

101
貴族の娘桜姫は夜盗に犯され子まで生むが、その男が忘れられず密会し、追放・漂泊の

旅に出る。前世の因縁を知りつつ彼女を追い求め、破戒・堕落の地獄におちる高僧清

玄。姫は安女郎に転落しながらも強靱に生きぬき、お家の危機を救う。大南北が頽唐美

を織り込み展開する、煩悩と因果と再生のドラマ。

96

「鉄道王国」日本はいかにできあがったのか。地形図や公文書から明治以降の東京周辺

の歩みを浮かび上がらせる。関東私鉄８社完結。
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鳥越文蔵【編著】 KP00000097 白水社 198908 PDF ¥5,830 ‐ ¥8,745

歌舞伎オン・ステージ12

傾城反魂香／嫗山姥／

国性爺合戦／平家女護島／

信州川中島合戦

9784560032824

古井戸秀夫【編著】 KP00000098 白水社 198703 PDF ¥5,500 ‐ ¥8,250

歌舞伎オン・ステージ13

五大力恋緘／楼門五三桐
9784560032831

延広真治【編著】 KP00000099 白水社 200803 PDF ¥8,140 ‐ ¥12,210

歌舞伎オン・ステージ14

三人吉三廓初買
9784560032848

織田紘二【編著】 KP00000100 白水社 200105 PDF ¥6,490 ‐ ¥9,735

歌舞伎オン・ステージ15

新版歌祭文／摂州合邦辻／ひら

かな盛衰記

9784560032855

林京平【編著】 KP00000101 白水社 198905 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

歌舞伎オン・ステージ16

菅原伝授手習鑑
9784560032862

諏訪春雄【編著】 KP00000102 白水社 198504 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

歌舞伎オン・ステージ17

助六由縁江戸桜／寿曽我対面
9784560032879

諏訪春雄【編著】 KP00000103 白水社 199911 PDF ¥7,920 ‐ ¥11,880

歌舞伎オン・ステージ18

東海道四谷怪談
9784560032886

権藤芳一【編著】 KP00000104 白水社 200307 PDF ¥9,790 ‐ ¥14,685

歌舞伎オン・ステージ19

双蝶々曲輪日記／本朝廿四孝
9784560032893

諏訪春雄【編著】 KP00000105 白水社 198707 PDF ¥5,060 ‐ ¥7,590

歌舞伎オン・ステージ20

伽羅先代萩／伊達競阿国戯場
9784560032909

原道生【編著】 KP00000106 白水社 199107 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

歌舞伎オン・ステージ21

義経千本桜
9784560032916

竹内道敬【編著】 KP00000107 白水社 198507 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

歌舞伎オン・ステージ22

与話情浮名横櫛
9784560032923

真山美保 　小池章太郎【編著】 KP00000108 白水社 200204 PDF ¥6,380 ‐ ¥9,570

歌舞伎オン・ステージ23

御浜御殿綱豊卿／巷談宵宮雨
9784560032930

「しがねぇ恋の情けが仇」という「源氏店」の与三郎のゆすりの文句で有名な本作は、お富

と与三郎の見染めから別れ、再会を通して、人生の流転の姿を表現している。大店の若

旦那与三郎の運命は木更津の浜で土地のやくざの親分の妾を見染めたときに逆転した。

119

真山青果の名作元禄忠臣蔵十部作中の一篇が御浜御殿。復讐の倫理をめぐって甲府

侯綱豊と赤穂浪士富森助右衛門が対決の火花を散らす。女犯の罪で晒し刑を受けた

破戒坊主竜達と遊び人太十夫婦の所業と末路を描く宵宮雨は、世話物を継承して独

自の宇宙を構築した宇野信夫の怪談劇の傑作。

114

毒薬を飲まされて変貌し、刃に喉を貫かれて憤死した時からお岩の復讐は始まる。四谷

怪談は単なる怪談劇ではない。忠臣蔵と表裏一体の世界を描き出し、同作が日本人の

明、昼、中心を表現しているのに対し、暗、夜、周辺を表現する。南北の代表作にして、

日本演劇史を形成する最高傑作の一つ。

115

与五郎・吾妻、与兵衛・都の、廓で生まれた二組の恋の運命に角力取り長五郎・長吉の

達引がからみ、長五郎が追われる身となる人情劇双蝶々曲輪日記と、上杉謙信・武田

信玄の抗争に両家の息女八重垣姫・子息勝頼の恋の行方を描く伝奇劇本朝廿四孝。

独特の面白味と名場面で人気の高い丸本物の傑作二篇。

116

伽羅先代萩（めいぼくせんだいはぎ） 伊達競阿国戯場（だてくらべおくにかぶき） 伊達

藩のお家騒動を室町時代の足利家に置きかえ、悪人一味の魔手から忠臣らが主家を守

り通す「伽羅先代萩」と、伊達騒動に累伝説を絡ませ女心の哀れさを描く佳作「伊達競

阿国戯場」。

奉公人久松を中に主人の娘お染と許婚お光が義理を立て合う歌祭文、継子の俊徳丸に

不義をしかけたと見せた玉手御前が自らの血で継子を救う合邦、義経軍功の陰に忠節や

愛を貫く人々と戦いに巻きこまれた庶民の哀切を描く盛衰記。それぞれ独自の魅力で人

気の高い、異色の自己犠牲三傑作。

112

天神様として親しまれている菅原道真にまつわる伝説を集大成した名作。藤原時平らの

悪計により道真（菅丞相）は九州へ流され、子秀才は命を狙われるが、忠臣たちが犠

牲となって守り通す。丞相と苅屋姫、白太夫と桜丸、松王丸夫婦と小太郎という親子三

様の別れの場が特に有名。

113

春も弥生、桜の咲き乱れる吉原仲の町で江戸っ子助六や遊女揚巻の痛烈なたんかが飛

ぶ。源家の宝刀友切丸の行方をめぐって筋が展開し、歌舞伎の各キャラクターの展示会と

もいえる「助六」。新春恒例の曽我狂言のフィナーレとして祝祭性豊かな「対面」。

108
大津絵師の夫婦愛が名画の奇跡を生む「反魂香」、愛する男の魂魄を宿して再生を願う

「嫗山姥」、大明国滅亡の危機に和藤内が驚天動地の活躍をする「国性爺」、若者の愛

を実らせようとする俊寛が絶海の孤島に独り残る「女護島」、息子の忠誠を貫くため母が

犠牲となる「川中島合戦」の五編は大近松の作。

109

五大力恋緘（ごだいりきこいのふうじめ） 楼門五三桐（さんもんごさんのきり） 友人三

五兵衛にだまされ、恋人菊野の真情を誤解した源五兵衛は女を殺害する。三味線の裏

皮に書かれた「五大力」の文句が絶妙の効果をあげる「五大力」。大盗石川五右衛門と

名将真柴久吉の南禅寺山門の息詰まる対決を最大の見せ場とする「楼門」。

110
「月も朧に白魚の、かがりもかすむ春の空」の名せりふで名高い三人吉三。名刀庚申丸と

その代金百両の行方が因果の糸をめぐらせ、和尚、お嬢、お坊の盗賊三人が義兄弟の

血盟を交わす展開に、通客文里と遊女一重が織りなす廓の哀話がからむ。現代演劇の

前衛にも資する、黙阿弥会心の最高傑作。

117

源氏の世の安泰のために献身しながら兄頼朝によって奥羽で殺害された義経の伝説を集

大成。静の義経への慕情、佐藤忠信の忠節、その忠信に化けて親を慕う子狐の哀れさ、

平家の遺族たちの苦難と悲壮な死。各段各場に見所、聞所は散りばめられている。

111

118
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藤波隆之【編著】 KP00000109 白水社 199207 PDF ¥8,140 ‐ ¥12,210

歌舞伎オン・ステージ24

桐一葉／鳥辺山心中／修禅寺

物語

9784560032947

郡司正勝【編著】 KP00000110 白水社 198809 PDF ¥5,610 ‐ ¥8,415

歌舞伎オン・ステージ25

舞踊集
9784560032954

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000119 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

ヘンリー六世 第1部 9784560070017

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000120 白水社 198310 PDF ¥2,310 ‐ ¥3,465

ヘンリー六世　第2部 9784560070024

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000121 白水社 198310 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

ヘンリー六世　第3部 9784560070031

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000122 白水社 198310 PDF ¥2,750 ‐ ¥4,125

リチャード三世 9784560070048

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000123 白水社 198310 PDF ¥1,430 ‐ ¥2,145

間違いの喜劇 9784560070055

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000124 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

タイタス・アンドロニカス 9784560070062

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000125 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

じゃじゃ馬ならし 9784560070079

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000126 白水社 198310 PDF ¥1,760 ‐ ¥2,640

ヴェローナの二紳士 9784560070086

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000127 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

恋の骨折り損 9784560070093

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000128 白水社 198310 PDF ¥2,420 ‐ ¥3,630

ロミオとジュリエット 9784560070109

好評配信中＜白水Uブックス＞

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。 小田島雄志【訳】

120

桐一葉（きりひとは） 鳥辺山心中（とりべやましんじゅう） 修禅寺物語。 明治以降の

新歌舞伎の代表作三部。徳川との対決を避けようとする豊臣の忠臣片桐且元の苦心を

描いた「桐一葉」は坪内逍遙作。旗本菊地半九郎と祇園の遊女お染の恋の末路をうたっ

た「鳥辺山心中」と面作り師夜叉王の執念を描いた「修禅寺物語」は岡本綺堂作。

121

絢爛たる舞踊は歌舞伎の花である。本書は、歌舞伎舞踊の中から今日も盛んに上演さ

れる名作12曲を選んで、語句のみならず、音楽と振りの詳しい注釈を付す。「舌出し三番

叟」「娘道成寺」「鷺娘」「関の扉」「草摺引」「保名」「かさね」「六歌仙」「三社祭」「将門」

「紅葉狩」「鏡獅子」を収録。

122

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。 小田島雄志【訳】

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。 小田島雄志【訳】

127

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。 小田島雄志【訳】

128

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。 小田島雄志【訳】

129

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。 小田島雄志【訳】

130

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。 小田島雄志【訳】

123

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。 小田島雄志【訳】

124
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。 小田島雄志【訳】

131

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。 小田島雄志【訳】

126

125
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ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000129 白水社 198310 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

リチャード二世 9784560070116

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000130 白水社 198310 PDF ¥1,650 ‐ ¥2,475

夏の夜の夢 9784560070123

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000131 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

ジョン王 9784560070130

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000132 白水社 198310 PDF ¥1,980 ‐ ¥2,970

ヴェニスの商人 9784560070147

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000133 白水社 198310 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

ヘンリー四世　第1部 9784560070154

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000134 白水社 198310 PDF ¥2,310 ‐ ¥3,465

ヘンリー四世　第2部 9784560070161

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000135 白水社 198310 PDF ¥1,760 ‐ ¥2,640

から騒ぎ 9784560070178

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000136 白水社 198310 PDF ¥1,870 ‐ ¥2,805

ウィンザーの陽気な女房たち 9784560070185

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000137 白水社 198310 PDF ¥2,420 ‐ ¥3,630

ヘンリー五世 9784560070192

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000138 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

ジュリアス・シーザー 9784560070208

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000139 白水社 198310 PDF ¥1,980 ‐ ¥2,970

お気に召すまま 9784560070215

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000140 白水社 198310 PDF ¥1,870 ‐ ¥2,805

十二夜 9784560070222
143

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。 小田島雄志【訳】

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。 小田島雄志【訳】

133

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。 小田島雄志【訳】

140

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。 小田島雄志【訳】

137

134

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。 小田島雄志【訳】

135

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。 小田島雄志【訳】

136
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。 小田島雄志【訳】

132

141

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。 小田島雄志【訳】

142

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。 小田島雄志【訳】

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。 小田島雄志【訳】

138

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。 小田島雄志【訳】

139

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。 小田島雄志【訳】
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ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000141 白水社 198310 PDF ¥2,750 ‐ ¥4,125

ハムレット 9784560070239

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000142 白水社 198310 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

トロイラスとクレシダ 9784560070246

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000143 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

終わりよければすべてよし 9784560070253

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000144 白水社 198310 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

尺には尺を 9784560070260

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000145 白水社 198310 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

オセロー 9784560070277

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000146 白水社 198310 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

リア王 9784560070284

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000147 白水社 198310 PDF ¥1,980 ‐ ¥2,970

マクベス 9784560070291

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000148 白水社 198310 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

アントニーとクレオパトラ 9784560070307

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000149 白水社 198310 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

コリオレーナス 9784560070314

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000150 白水社 198310 PDF ¥1,870 ‐ ¥2,805

アテネのタイモン 9784560070321

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000151 白水社 198310 PDF ¥1,980 ‐ ¥2,970

ペリクリーズ 9784560070338

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000152 白水社 198310 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

シンベリン 9784560070345
155

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。 小田島雄志【訳】

152

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。 小田島雄志【訳】

153

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。 小田島雄志【訳】

154

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。 小田島雄志【訳】

149

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。 小田島雄志【訳】

150

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。 小田島雄志【訳】

151

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。 小田島雄志【訳】

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。 小田島雄志【訳】

147

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。 小田島雄志【訳】

148
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。 小田島雄志【訳】

144

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。 小田島雄志【訳】

145

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。 小田島雄志【訳】

146
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ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000153 白水社 198310 PDF ¥2,420 ‐ ¥3,630

冬物語 9784560070352

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000154 白水社 198310 PDF ¥1,760 ‐ ¥2,640

テンペスト 9784560070369

ウィリアム・シェイクスピア【著】 KP00000155 白水社 198310 PDF ¥2,530 ‐ ¥3,795

ヘンリー八世 9784560070376

Grimm, Jacob 　Grimm, Wilhelm【著】 KP00015194 白水社 200711 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

グリム童話集　初版 9784560071649

Grimm, Jacob 　Grimm, Wilhelm【著】 KP00015195 白水社 200712 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

グリム童話集　初版 9784560071656

Grimm, Jacob 　Grimm, Wilhelm【著】 KP00015196 白水社 200801 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

グリム童話集　初版 9784560071663

Grimm, Jacob 　Grimm, Wilhelm【著】 KP00015197 白水社 200802 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

グリム童話集　初版 9784560071670

Grimm, Jacob 　Grimm, Wilhelm【著】 KP00015198 白水社 200803 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

グリム童話集　初版 9784560071687

エマニュエル・ボーヴ【著】 　渋谷豊【訳】 KP00015199 白水社 201307 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

ぼくのともだち 9784560071847

グスタフ・マイリンク【著】 　今村孝【訳】 KP00015200 白水社 201403 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

ゴーレム 9784560071908

チャールズ・ディケンズ【著】 　小池滋【訳】 KP00015201 白水社 201405 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

エドウィン・ドルードの謎 9784560071915

フラン・オブライエン【著】 　大澤正佳【訳】 KP00015202 白水社 201410 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

スウィム・トゥー・バーズにて 9784560071946
167

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。

164

「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。

165

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。

166

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。

161

初版グリム童話がもつ、素朴で荒削りな文体、残酷で恐ろしいお話の数々をお楽しみくだ

さい。吉原高志 　吉原素子【訳】

162

初版グリム童話がもつ、素朴で荒削りな文体、残酷で恐ろしいお話の数々をお楽しみくだ

さい。吉原高志 　吉原素子【訳】

163

初版グリム童話がもつ、素朴で荒削りな文体、残酷で恐ろしいお話の数々をお楽しみくだ

さい。吉原高志 　吉原素子【訳】

158

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。 小田島雄志【訳】

159

初版グリム童話がもつ、素朴で荒削りな文体、残酷で恐ろしいお話の数々をお楽しみくだ

さい。吉原高志 　吉原素子【訳】

160
初版グリム童話がもつ、素朴で荒削りな文体、残酷で恐ろしいお話の数々をお楽しみくだ

さい。吉原高志 　吉原素子【訳】

156

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。 小田島雄志【訳】

157

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。 小田島雄志【訳】
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アルフレート・クビーン KP00015203 白水社 201503 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

裏面 9784560071984

ホレス・マッコイ KP00015204 白水社 201505 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

彼らは廃馬を撃つ 9784560072004

レオ・ペルッツ KP00015205 白水社 201507 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

第三の魔弾 9784560072011

ワレリイ・ブリューソフ KP00015206 白水社 201603 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

南十字星共和国 9784560072059

ゼーレン・キルケゴール【著】 KP00015246 白水社 200601 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

ドン・ジョヴァンニ　音楽的エロスに

ついて
9784560720868

アラン【著】 KP00015247 白水社 200811 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

幸福論 9784560720981

アンリ・ベルクソン【著】 KP00015248 白水社 200901 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

時間と自由 9784560721001

ホセ・オルテガ・イ・ガセット【著】 KP00015249 白水社 200903 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

大衆の反逆 9784560721018

山辺規子 KP00015250 白水社 200904 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

ノルマン騎士の地中海興亡史 9784560721025

山本博 KP00015251 白水社 200905 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

ワインが語るフランスの歴史 9784560721032

黒田杏子 KP00015252 白水社 200908 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

布の歳時記 9784560721056

澁澤龍子 KP00015253 白水社 200910 EPUB ¥2,420 ‐ ¥3,630

澁澤龍彦との日々 9784560721070
179

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。

176

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。

177

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。

178

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。

173

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。串田孫一 　中村雄二郎【訳】

174

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。平井啓之【訳】

175

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。桑名一博【訳】

170

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。前川道介【訳】

171

南極大陸に建設された新国家の滅亡記。地下牢に繋がれた姫君…。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。草鹿外吉【訳】

172
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。浅井真男【訳】

168

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。吉村博次　土肥美夫【訳】

169

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。常盤新平【訳】
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小森谷慶子 KP00015254 白水社 200911 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

シチリア歴史紀行 9784560721087

井上浩一 KP00015255 白水社 200912 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

ビザンツ皇妃列伝 9784560721094

アルトゥール・ショーペンハウアー【著】 KP00015256 白水社 201003 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

存在と苦悩 9784560721124

アルトゥール・ショーペンハウアー【著】 KP00015257 白水社 201004 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

孤独と人生 9784560721131

ジャン＝ジャック・ルソー【著】 KP00015258 白水社 201007 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

社会契約論 9784560721179

野崎歓 KP00015259 白水社 201011 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

フランス小説の扉 9784560721193

ジョルジョ・ヴァザーリ【著】 KP00015260 白水社 201105 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

芸術家列伝 9784560721223

ジョルジョ・ヴァザーリ【著】 KP00015261 白水社 201107 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

芸術家列伝 9784560721230

ジョルジョ・ヴァザーリ【著】 KP00015262 白水社 201107 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

芸術家列伝 9784560721247

ルイス・セプルベダ【著】 KP00020963 白水社 201903 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

カモメに飛ぶことを教えた猫 9784560072233

鹿島茂 KP00032758 白水社 202005 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

職業別　パリ風俗 9784560721346

キルメン・ウリベ【著】 KP00045614 白水社 202012 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ 9784560072332

飛行機で太平洋を渡っていく「僕」の脳裏に波のように寄せては返す思い出の数々……バ

スクから海を越えて届いた珠玉の処女小説。金子奈美【訳】

190

弁護をしない「代訴人」、情報通の「門番女」、自営の「高級娼婦」？　名作に登場する

様々な職業から19世紀フランス社会の実態に迫る。

185

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」。

186

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』。その中よりフラ・アンジェリコなど前期ルネサンスを代表する９名の画家を収録。

平川祐弘 　小谷年司【訳】

187

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』。その中よりボッティチェルリなど後期ルネサンスを代表する６名の画家を収録。

平川祐弘 　小谷年司【訳】

182

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。

金森誠也【編訳】

183

「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。金森誠也【訳】

184

『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」？作田啓一【訳】

180

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。

181

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。

188

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』は、長い間古典として読み継がれてきた。その中よりルネサンスの二大巨匠を収

録。田中英道 　森雅彦【訳】

189

黒猫のゾルバが、ひん死のカモメに誓った三つの約束。その約束をまもるには、大いなる知

恵と、なかまたちの協力が必要だった……。河野万里子【訳】

191



著者 Product　ID 出版社
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

ジャン・ジャック・ルソー【著】 KP00000172 白水社 201204 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

起源 9784560096017

ジャン・ジャック・ルソー【著】 KP00000173 白水社 201206 PDF ¥5,060 ‐ ¥7,590

文明 9784560096024

マックス・シェーラー【著】 KP00000174 白水社 201204 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

宇宙における人間の地位 9784560096055

アルベール・マティエ【著】 KP00000175 白水社 201207 PDF ¥5,500 ‐ ¥8,250

革命宗教の起源 9784560096079

オーギュスト・コント【著】 KP00000176 白水社 201304 PDF ¥5,500 ‐ ¥8,250

ソシオロジーの起源へ 9784560096093

オーギュスト・コント【著】 KP00000177 白水社 201309 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

科学＝宗教という地平 9784560096109

三谷惠子【著】 KP00013230 白水社 200906 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

クロアチア語のしくみ 9784560085011

吉田浩美【著】 KP00013231 白水社 200908 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

バスク語のしくみ 9784560085103

温品廉三【著】 KP00013232 白水社 200911 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

モンゴル語のしくみ 9784560085202

野里紳一郎【著】 KP00013233 白水社 201402 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

イタリア語のしくみ《新版》 9784560086544

岡本信照【著】 KP00013234 白水社 201402 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

スペイン語のしくみ《新版》 9784560086551

白水ｉクラシックス

200

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

201

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

202

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

199

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

198

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

好評配信中＜言葉のしくみ＞

197

果てしない専門分化が進行する現代社会において、科学はいかなる相貌で現れるのか？

「分業」を核とする政治経済学を批判することで辿り着いた「精神的権力論」ほか、本邦

初訳の論考を収録！

196

実証主義、社会学の祖として知られ、晩年には人類教を創始、実証主義をキリスト教に

代わる宗教にまで高めたコント。その営為を通じて浮かび上がる、科学と社会、そして宗教

の姿とは？科学と社会が引き裂かれたポスト３１１を乗り越えるための基本図書を瑞々

しい新訳で。

192

数々の悲惨は、いつ、いかなる経緯で生じたか？ルソー生誕三百年！尽きることのない着

想の源泉。『人間不平等起源論』『言語起源論』を収録。

193

地震と戦争…平和で豊かな時代の終わり？『学問芸術論』『政治経済論』『ヴォルテール

氏への手紙』他を収録。

194

植物や動物と、人間の“自己”は、どこが違うのか？ユクスキュルの環境世界論をもとに、そ

の本質的な差異について考察してゆく哲学的人間学の名著。

195

「希望」が輝いていた時代。全国連盟祭から理性の祭典、そして最高存在の祭典へ。

人々の期待と昂揚が紡いだ新たな宗教は、どこへ向かったか？幻の名著の本邦初訳。
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清野智昭【著】 KP00013235 白水社 201402 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

ドイツ語のしくみ《新版》 9784560086568

金指久美子【著】 KP00013236 白水社 201403 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

チェコ語のしくみ《新版》 9784560086575

吉田欣吾【著】 KP00013237 白水社 201403 PDF ¥3,520 ‐ ¥5,280

フィンランド語のしくみ《新版》 9784560086582

田原洋樹【著】 KP00013238 白水社 201403 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

ベトナム語のしくみ《新版》 9784560086599

関山健治【著】 KP00013239 白水社 201404 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

英語のしくみ《新版》 9784560086612

清水誠【著】 KP00013240 白水社 201404 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

オランダ語のしくみ《新版》 9784560086629

吉村大樹【著】 KP00013241 白水社 201404 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

トルコ語のしくみ《新版》 9784560086667

黒田龍之助【著】 KP00013242 白水社 201406 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

ロシア語のしくみ《新版》 9784560086681

降幡正志【著】 KP00013243 白水社 201406 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

インドネシア語のしくみ《新版》 9784560086711

植田かおり【著】 KP00013244 白水社 201407 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

古典ギリシア語のしくみ《新版》 9784560086728

小倉博行【著】 KP00013245 白水社 201411 PDF ¥3,520 ‐ ¥5,280

ラテン語のしくみ《新版》 9784560086810

佐藤康【著】 KP00013246 白水社 201501 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

フランス語のしくみ《新版》 9784560086841

212

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

213

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

214

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

211

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

206

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

207

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

208

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

205

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

209

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

210

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

203

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！ ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

204

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html
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市之瀬敦【著】 KP00013247 白水社 201503 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

ポルトガル語のしくみ《新版》 9784560086896

山田敏弘【著】 KP00013248 白水社 201503 PDF ¥3,520 ‐ ¥5,280

日本語のしくみ《新版》 9784560086902

竹村景子【著】 KP00013249 白水社 201603 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

スワヒリ語のしくみ《新版》 9784560087152

青木順子【著】 KP00013250 白水社 201604 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

ノルウェー語のしくみ《新版》 9784560087169

増田忠幸【著】 KP00013251 白水社 201709 PDF ¥3,520 ‐ ¥5,280

韓国語のしくみ《新版》 9784560087589

下平英輝【著】 KP00013252 白水社 201709 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

フィリピノ語のしくみ《新版》 9784560087596

大島一【著】 KP00013253 白水社 201710 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

ハンガリー語のしくみ《新版》 9784560087602

鈴木雅子【著】 KP00013254 白水社 201710 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

デンマーク語のしくみ《新版》 9784560087619

池田巧 KP00015235 白水社 201404 EPUB(固定） ¥3,300 ‐ ¥4,950

中国語のしくみ《新版》 9784560086636

喜多山幸子 KP00019238 白水社 201807 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

ニューエクスプレスプラス

中国語
9784560087787

岩崎務 KP00019239 白水社 201807 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

ニューエクスプレスプラス

ラテン語
9784560087800

三上直光 KP00019240 白水社 201807 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

ニューエクスプレスプラス

ベトナム語
9784560087817

224

世界の5人に1人が話すと言われ、日本国内でも需要の高まる中国語。発音から初歩の

会話・文法まで、コンパクトにまとめた1冊です。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを

無料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

225

日常的な会話文からラテン語の文法を学びましょう。凱旋式や公衆浴場など、古代ローマ

の情景が音声つきで蘇ります。名言集も収録。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを

無料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

226

近年、存在感を増すベトナム。これを機にベトナム語を学んでみませんか。文字と発音から

始めて、最後は短い読み物に挑戦します。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料

ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

223

新書みたいにスラスラ読める！　文法用語にたよらない画期的な入門書。 ※以下のサイ

トから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

218

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

219

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

220

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！ ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

好評配信中＜ニューエクスプレスプラス＞

217

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

221

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

222

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

215

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

216

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なのは

全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シリー

ズ！　 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html
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東郷雄二 KP00019241 白水社 201807 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

ニューエクスプレスプラス

フランス語
9784560087824

丹羽京子 KP00019509 白水社 201808 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

ニューエクスプレスプラス

ベンガル語
9784560087794

太田達也 KP00019510 白水社 201808 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

ニューエクスプレスプラス

ドイツ語
9784560087879

大川博 KP00019511 白水社 201808 PDF ¥5,500 ‐ ¥8,250

ニューエクスプレスプラス

トルコ語
9784560087886

青木順子 KP00019512 白水社 201808 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

ノルウェー語
9784560087893

三村竜之 KP00020506 白水社 201809 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

ニューエクスプレスプラス

デンマーク語
9784560087923

山川亜古 KP00020507 白水社 201809 PDF ¥5,060 ‐ ¥7,590

ニューエクスプレスプラス

フィンランド語
9784560087930

速水望 KP00020543 白水社 201809 PDF ¥5,940 ‐ ¥8,910

ニューエクスプレスプラス

スウェーデン語
9784560087916

安達信明 KP00021248 白水社 201810 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

ニューエクスプレスプラス

エスペラント語
9784560087961

浜畑祐子 KP00021249 白水社 201811 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

ニューエクスプレスプラス

ペルシア語
9784560087985

水野潔 KP00021250 白水社 201811 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

ニューエクスプレスプラス

タイ語
9784560087992

堀口大樹 KP00022536 白水社 201812 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

ラトヴィア語
9784560088043

236

美しい響きをもつイランの公用語。文字はアラビア語そっくりでも、文の作り方は日本語に似

ています。基本からゆっくり学びましょう。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウ

ンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付

属CDは、収録されておりません。

237

魅力的な文字に美しい声調をもち、文法はシンプル。近年、ますます身近になっているタイ

語を、楽しくやさしく入門。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウンロードできま

す。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付属CDは、収録

されておりません。

238

民謡「ダイナ」が古くから歌い継がれ、「歌と踊りの祭典」では3万人が合唱する音楽大国。

中世の街並みと森と湖の国へようこそ。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウ

ンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

235

文化や言語を橋渡しする国際共通語として誕生した「希望の言語」。誰にとっても学びや

すいエスペラント語で国際交流！ ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウンロー

ドできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付属CD

は、収録されておりません。

230

トルコ語はローマ字で書かれ、発音もわりと簡単。語順は日本語に似ています。少しでも

学べば、旅先で現地の人に喜ばれますよ！ ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料

ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

231

ノーベル平和賞を授与し、福祉が充実。フィヨルド、オーロラなど自然も雄大。人と自然が

調和するノルウェーのことばの世界へようこそ。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無

料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

232

デンマーク語は英語やドイツ語の親戚、意外と日本人にも親しみやすいと言えます。難しい

発音も、音声を聴いてしっかり学べます。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダ

ウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

229

ドイツ語の世界は大文字が大活躍。この魅力的なドイツ語の世界を旅してみませんか。本

書では発音と文字から丁寧に解説していきます。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを

無料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

233

オーロラ、サウナ、北欧デザイン……魅力あふれる森と湖の国は、実は日本から一番近い

ヨーロッパ。サンタクロースに会いに行こう！ ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダ

ウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

234

ザリガニパーティで乾杯、夏至祭でダンス、フィーカで一息……白夜の国の文化とともに、

歌うような響きの言葉を学びませんか。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウ

ンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha可　★付属CD

－ROMは電子書籍には収録しておりません。

227

フランス語の世界へようこそ！　きっかけはなんであっても、大事なのは最初の一歩。言葉

の扉の向こうには新しい世界が待っています。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無

料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

228

ベンガル語はバングラデシュの国語であり、インド・西ベンガル州の公用語。ノーベル賞詩人

タゴールを生み出した伝統を持つ言語。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウ

ンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha
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竹村景子 KP00022537 白水社 201812 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

ニューエクスプレスプラス

スワヒリ語
9784560088050

中島由美 　野町素己 KP00022538 白水社 201901 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

ニューエクスプレスプラス

セルビア語・クロアチア語
9784560088135

加藤昌彦 KP00024351 白水社 201902 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

ニューエクスプレスプラス

ビルマ語
9784560088142

ファリダ・モハメッド 　近藤由美 KP00024352 白水社 201902 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

ニューエクスプレスプラス

マレー語
9784560088210

鈴木信吾 　鈴木エレナ KP00024576 白水社 201901 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

ニューエクスプレスプラス

ルーマニア語
9784560088128

山田恵子 KP00027286 白水社 201903 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

古典ヘブライ語
9784560088159

入江たまよ KP00029688 白水社 201904 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

ニューエクスプレスプラス

イタリア語
9784560088265

寺島憲治 KP00031026 白水社 201904 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

ニューエクスプレスプラス

ブルガリア語
9784560088258

福嶌教隆 KP00032965 白水社 201907 PDF ¥4,620 ‐ ¥6,930

ニューエクスプレスプラス

スペイン語
9784560088432

保川亜矢子 KP00032966 白水社 201907 PDF ¥5,940 ‐ ¥8,910

ニューエクスプレスプラス

チェコ語
9784560088418

鈴木玲子 KP00032967 白水社 201906 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

ラオス語
9784560088401

石井哲士朗 　三井レナータ 　阿部優子 KP00034123 白水社 201909 PDF ¥5,500 ‐ ¥8,250

ニューエクスプレスプラス

ポーランド語
9784560088494

248

中世の街並が広がるチェコで、ピルスナービール片手におしゃべりしませんか。格変化や動

詞の活用も、会話とともにしっかり学べます。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料

ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での

付属CDは、収録されておりません。

249

メコン川に沈む夕日を眺めながらビアラオで乾杯！　時間がゆったり流れる憩いの国の言

葉を、文字からしっかり学びましょう。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウン

ロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付属

CDは、収録されておりません。

250

ポーランド語の世界へようこそ！　つづり字の読み方と発音から始め、スキットと練習問題で

〈会話＋文法〉を同時に学びましょう。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウン

ロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付属

CDは、収録されておりません。

247

スペインや中南米、アメリカ合衆国などで5億人近くが話す国際語のスペイン語。発音も日

本人向きです。世界中にアミーゴを作ろう！ ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料

ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での

付属CDは、収録されておりません。

242

国際都市クアラルンプール、ランカウイの美しい海、ペナンやマラッカの世界遺産。多様な魅

力をもつマレーシアの公用語を学びます。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダ

ウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付

属CDは、収録されておりません。

243

中世の香り漂うルーマニア。黒海に臨む東欧にあって、その言葉はロマンス諸語のひとつで

す。独特の響きも楽しみながら学びましょう。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料

ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での

付属CDは、収録されておりません。

244

旧約聖書のことば、古典ヘブライ語。例文はすべて旧約聖書から収録しているので、原典

を味わう第一歩が踏み出せます。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウンロー

ドできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付属CD

は、収録されておりません。

241

近年注目を浴びている経済発展の著しい国、ミャンマー。あの丸い文字が特徴のビルマ語

が、読めて、聞けて、話せるようになりますよ。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無

料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版で

の付属CDは、収録されておりません。

245

ローマ、ミラノ、フィレンツェ…歴史遺産、美術、ファッション、料理と私たちを魅了してやまな

いイタリアの街角で話してみませんか！ ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウン

ロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

246

東方正教会、オスマン帝国など、さまざまな国と言語に囲まれたブルガリア。豊かな文化を

育む国のことばに入門しませんか。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウンロー

ドできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

239

ジャンボのあいさつで知られる東アフリカの共通語。ローマ字で書け、発音しやすい言語で

す。1冊で文法の基礎までばっちり学べます。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無

料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

240

文明の十字路バルカンでさまざまな文化の影響の下で発達してきた兄弟言語とも言える

南スラブの２つの言語に、この１冊でチャレンジ！ ※以下のサイトから音声データ、アプリ

を無料ダウンロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha
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山田恵子 KP00034124 白水社 201909 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

現代ヘブライ語
9784560088487

萩田博 　萬宮健策 KP00036451 白水社 201903 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

ウルドゥー語
9784560088234

吉田浩美 KP00036453 白水社 201907 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

ニューエクスプレスプラス

バスク語
9784560088425

橋本勝 KP00036454 白水社 201910 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

ニューエクスプレスプラス

モンゴル語
9784560088524

長渡陽一 KP00036455 白水社 201911 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

ニューエクスプレスプラス

エジプトアラビア語
9784560088562

竹田敏之 KP00036456 白水社 201912 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

ニューエクスプレスプラス

アラビア語
9784560088609

山下美知子 KP00044043 白水社 202002 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

ニューエクスプレスプラス

フィリピノ語
9784560088654

櫻井映子 KP00045844 白水社 201910 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

リトアニア語
9784560088531

梨本邦直 KP00045845 白水社 202003 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

アイルランド語
9784560088678

中澤英彦【著】 白水社 201905 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

ウクライナ語
9784560088340

白宣基 　金南听 KP00000163 白水社 201111 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

Ｅメールの韓国語 9784560085790

竹下・ルッジェリアンナ 　堂浦律子 KP00000164 白水社 201204 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

Ｅメールのイタリア語 9784560085905

好評配信中＜語学書＞

261

お礼・お詫び、誘い・相談から、予約・留学準備・ファンレターまで９９の実例メールと多様

な関連表現。

262

お礼・お詫び・誘い・相談から留学準備、添付用の企画書・履歴書まで、豊富な文例と

関連表現。

259

ヨーロッパの中でギリシア、ラテンに次いで古くからの記録や文学が残るアイルランド語。ケル

トの伝説や文化に触れてみませんか。★音声アプリ無料ダウンロード

254

モンゴル語は構造が日本語に似ていて、日本人が学びやすい言語。首都ウランバートル

で、遊牧民の住む草原で、どんどん話してみよう！★音声アプリ無料ダウンロード

255

書きことばのアラビア語に対して、エジプトで日常的に使われる「話しことば」としてのアラビア

語。街角での生きた会話のために。★音声アプリ無料ダウンロード

256

独特な文字も、書き方からゆっくり解説する入門書。奥深いアラブ文化、イスラーム文化へ

の第一歩を踏みだしませんか。★音声アプリ無料ダウンロード

253

スペインとフランスにまたがるバスク地方で80万人が話す、他のどんな言語とも似ていない

系統不明の魅惑の言語を学んでみませんか。★音声アプリ無料ダウンロード

257

美しい海に浮かぶ7000以上の島々と多彩な文化を有する熱帯の国フィリピン。公用語の

フィリピノ語は日本人にも発音しやすい言語です。★音声アプリ無料ダウンロード

https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha

258

バルト海沿岸の小さな美しい国リトアニア。現代のヨーロッパの諸言語の中で最も古風な

言語とされるリトアニア語に触れてみませんか。★音声アプリ無料ダウンロード

251

古典ヘブライ語から復活を遂げ、現代ヘブライ語はイスラエルの公用語。ユダヤ文化の「い

ま」を知るのに欠かせないことばです。 ※以下のサイトから音声データ、アプリを無料ダウン

ロードできます。https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 冊子版での付属

CDは、収録されておりません。

252

インドの公用語にしてパキスタンの国語。ヒンディー語とは兄弟言語で文法は同一、文字

はアラビア文字。南アジアの重要言語の一つ。★音声アプリ無料ダウンロード

260

キエフ大公国以来の豊かな歴史を背景に持ち、ヨーロッパの「パン籠」と言われた穀倉地帯

ウクライナの言語。ロシア語と共通の祖語を持ち、キリル文字を使用。ロシア語や他のスラ

ヴ語を学んだことがあれば、その違いを比較しながら学ぶのも醍醐味でしょう。一方で、本

書は必ずしも近隣言語の知識がなくても学べるように構成されています。
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トーマス・シュタール 　倉田勇治 KP00000165 白水社 201204 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

Ｅメールのドイツ語 9784560085912

中西千香 　王宇新 KP00000166 白水社 201206 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

Ｅメールの中国語 9784560086018

四宮瑞枝 　廣康好美 KP00000167 白水社 201312 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

Ｅメールのスペイン語 9784560086506

田中幸子 　イザベル・フォルテット 　川合ジョルジェット KP00000168 白水社 201505 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,425

Ｅメールのフランス語　増補版 9784560086933

瀧藤千恵美【著】 KP00005517 白水社 201405 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

ポルトガル語表現

とことんトレーニング
9784560086674

竹田敏之【著】 KP00005518 白水社 201311 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

アラビア語表現

とことんトレーニング
9784560086483

守屋愛【著】 KP00005519 白水社 201308 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

ロシア語表現

とことんトレーニング
9784560086360

紅粉芳惠 　史彤春【著】 KP00005520 白水社 201307 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

中国語表現

とことんトレーニング
9784560086353

黒田享 KP00005521 白水社 201305 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

ドイツ語表現

とことんトレーニング
9784560086292

中野茂 KP00005522 白水社 201304 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

フランス語表現

とことんトレーニング
9784560086278

田原洋樹 KP00005523 白水社 201304 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

ベトナム語表現

とことんトレーニング
9784560086285

市之瀬敦 　山田敏弘 KP00005527 白水社 201110 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

ポルトガル語の表現
9784560085776

ロシア語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」である文

法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

270

中国語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」である文

法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

271

ドイツ語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」である文

法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

272

フランス語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」である

文法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

273

274

日本語のプロとポルトガル語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわから

ない日本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現をポルトガル語にしてい

く過程を伝授します。

263

親しい友人とのやりとりからフォーマルなメールや事務連絡まで、目的と内容に応じて豊富

な文例でシンプルにわかりやすく解説。

264

お礼・お誘い・依頼から留学準備・職探しまで実例と関連フレーズを多数収録。

ベトナム語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」である

文法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

265

スペイン語Ｅメールの決定版。近況報告・依頼・感謝・謝罪・お祝い・お見舞い・集まりの

調整・外国に行く準備…友達からビジネスまで幅広く使える。

266

相手との関係を考え、目的と内容に応じて明瞭に書いていくのが大切なポイント。豊富な

文例を応用してフランス語力もアップ！履歴書・企画書などの各種書式もついた決定版。

お礼・お詫び・誘い・相談から、予約・クレーム・留学準備まで、豊富な文例と関連表現。

267

ポルトガル語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。「泳ぎかた」である文

法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

268

アラビア語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」である

文法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

269
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関山健治 　山田敏弘 KP00005528 白水社 201110 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

英語の表現
9784560085783

清野智昭 　山田敏弘 KP00005529 白水社 201104 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

ドイツ語の表現
9784560085608

長谷川信弥 　山田敏弘 KP00005530 白水社 201104 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

スペイン語の表現
9784560085585

大上順一 　山田敏弘 KP00005531 白水社 201104 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

イタリア語の表現
9784560085592

前田真彦 　山田敏弘 KP00005532 白水社 201103 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

韓国語の表現
9784560085561

永倉百合子 　山田敏弘 KP00005533 白水社 201103 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

中国語の表現
9784560085554

佐藤康 　山田敏弘 KP00005534 白水社 201103 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本語から考える！

フランス語の表現
9784560085578

西村牧夫【著】 KP00009363 白水社 201106 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

中級フランス語　よみとく文法 9784560085653

曽我祐典【著】 KP00009364 白水社 201105 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

中級フランス語　つたえる文法 9784560085622

東郷雄二【著】 KP00009365 白水社 201104 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

中級フランス語　あらわす文法 9784560085615

新妻仁一 KP00013763 白水社 200903 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

アラビア語文法ハンドブック 9784560068021

吉枝聡子 KP00013764 白水社 201106 PDF ¥9,680 ‐ ¥14,520

ペルシア語文法ハンドブック 9784560085691

276

日本語のプロとドイツ語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわからない

日本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現をドイツ語にしていく過程を

伝授します。

277

日本語のプロとスペイン語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわからな

い日本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現をスペイン語にしていく過

程を伝授します。

278

日本語のプロとイタリア語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわからな

い日本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現をイタリア語にしていく過

程を伝授します。

279

日本語のプロと韓国語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわからない

日本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現を韓国語にしていく過程を

伝授します。

280

日本語のプロと中国語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわからない

日本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現を中国語にしていく過程を

伝授します。

281

日本語のプロとフランス語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわからな

い日本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現をフランス語にしていく過

程を伝授します。

275

日本語のプロと英語のプロが力を合わせた画期的なシリーズ。文法だけではわからない日

本語との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な表現を英語にしていく過程を伝授

します。

282

単語の意味がわかっただけで、会話や文章を「理解している」と思っていませんか。見逃しが

ちなポイントを示しながら、相手の意図を正しくよみとく力をつちかいます。

283

日本語と同じように、フランス語でも場面や人間関係に応じて表現が異なります。ことばづ

かいの陰に文法あり。フランス語で自分の意思をうまく伝える感覚を磨いていきます。

284

無味乾燥に見える文法の中には、実はコトバの働きを支える「しくみ」が潜んでいます。その

「しくみ」を掘り起こし、意識することで、フランス語らしい表現ができるようになります。

285

待望久しい、本格的なアラビア語の文法書。動詞を中心としたさまざまな活用パターンをあ

げながら、そのからくりを詳しく解説していきます。アラビア語学習者必携の一冊。

286

文字と発音から口語、敬語表現までわかる、本格的なペルシア語の文法書。動詞を中心

としたさまざまな活用パターンをあげながら、そのからくりを詳しく解説していきます。全30

課。
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吉田欣吾 KP00013765 白水社 201011 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

フィンランド語文法ハンドブック 9784560085462

岡口典雄 　岡口良子 KP00013766 白水社 201507 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

ヒンディー語文法ハンドブック 9784560086988

池田潤 KP00015319 白水社 201108 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

ヘブライ語文法ハンドブック 9784560085721

林徹【著】 KP00015320 白水社 201302 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

トルコ語文法ハンドブック 9784560086216

沈国威【編】 KP00011397 白水社 201403 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

中国語成語ハンドブック 9784560086605

三宅登之 KP00016193 白水社 201202 PDF ¥5,060 ‐ ¥7,590

中級中国語　読みとく文法 9784560085875

西村君代 KP00016529 白水社 201407 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

中級スペイン語　読みとく文法 9784560086735

三森ゆりか KP00016554 白水社 200309 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

外国語を身につけるための

日本語レッスン
9784560049884

金京子 　河村光雅 KP00018017 白水社 201406 PDF ¥5,060 ‐ ¥7,590

絵で学ぶ韓国語文法 9784560086650

金京子 　河村光雅 KP00018018 白水社 201511 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

絵で学ぶ中級韓国語文法 9784560087053

辛昭静 KP00029394 白水社 201903 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

絵でわかる韓国語のオノマトペ 9784560088098

岡村りら 　矢羽々崇 　山本淳 　渡部重美 　アンゲリカ・ヴェルナー KP00018013 白水社 201804 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

スタート！ドイツ語A1 9784560087688

294

言葉を使いこなすには技術が必要です。論理的な文章の書き方や説明の方法、有効な

質問のしかたなど、欧米では当たり前のこの言語技術を、本書ではまず日本語から鍛えて

いきます。

295

現在形からパンマル、連体形まで77の文法項目。効果的に絵を使ったコンパクトなまとめ

と練習問題。さらに、22のコラムでお悩み解決。ポイントを直感的に理解でき記憶に残りま

す。 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

296

絵を用いた簡潔な解説で82の項目、類似表現の使い分けに関する29のコーナー、豊富

な練習問題でなるほど着実に中級の実力を養成。

293

文法を一通り終えても出てくるスペイン語の疑問。そんな「？」が整理されていく、先生が丁

寧に教えてくれるような「読む文法書」。

288

南アジアの中核インドの主要言語ヒンディー語の待望久しい文法書。文章体から口語ま

で様々なメディアから選ばれた生きた用例が満載。

289

イスラエルの公用語である現代ヘブライ語の、日本で初めての本格的な文法書。日本語

や英語と比較しながら、ヘブライ語のさまざまな文法項目をわかりやすく説明していきます。

290

文字と発音からわかる本格的なトルコ語の文法書。ひとつの単語でさまざまな表現ができ

ることを確認しながら、基本的な文のかたち、複雑なしくみを解説していきます。全40課。

297

星はパンチャクパンチャクと輝き、心臓はトゥグンドゥグン。一度は使ってみたい韓国語のオノ

マトペ。絵で説明、ニュアンスがわかる！ ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロード

できます。https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

298

自己紹介ができる。買い物や仕事、身近なことについて簡単な会話ができる。全世界共

通の語学力評価基準にのっとったドイツ語入門書。音声無料ダウンロード。冊子版での附

属CDは、収録されておりません。 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできま

す。https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

287

フィンランド語の森をじっくりと歩くためのガイドブック。さまざまな語幹や格変化のパターンをあ

げながら、そのからくりを詳しく解説していきます。待望久しい本格的な文法書。

291

中国人がよく使う成語1200＋近義・反義語2000余りを収録。一般の辞書には少ない

成語の用例を豊富に載せました。紅粉芳惠【編】 　関西大学中国語教材研究会【編】

292

中国語の考え方がわかる！　一通り学んだのに今ひとつ全体像がつかめない、という人に

ぴったりの読む文法書。
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岡村りら 　矢羽々崇 　山本淳 　渡部重美 　アンゲリカ・ヴェルナー KP00036452 白水社 201905 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

スタート！ドイツ語A2 9784560088319

筒井友弥 KP00018014 白水社 201802 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

つぶやきのドイツ語　1日5題文法

ドリル
9784560087565

中村敦子 KP00018015 白水社 201504 PDF ¥3,520 ‐ ¥5,280

フランス文法はじめての練習帳 9784560086919

榎本恵子【編著】 KP00018016 白水社 201601 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

毎日１文　筆記体でフランス語 9784560087084

長野督 KP00013762 白水社 201403 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

フランス語で日記をつけよう 9784560086384

トリコロル・パリ 　ドミニク・ル・バグス【絵】 KP00015236 白水社 201712 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ¥5,280

おしゃべりがはずむ

フランスの魔法のフレーズ
9784560087640

田中幸子 　川合ジョルジェット KP00027270 白水社 201705 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

フランス語で話す

自分のこと 日本のこと
9784560087466

中村敦子 KP00031027 白水社 201905 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

15日間フランス文法

おさらい帳［改訂版］
9784560088357

モーリス・ジャケ 　舟杉真一 　中山智子 KP00044042 白水社 201809 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

例文で覚えるフランス語熟語集 9784560087862

菅原昭江 KP00018019 白水社 201601 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

極める！　スペイン語の

接続法ドリル
9784560087107

加藤伸吾【著】 　アルベルト・ミヤン・マルティン【協力】 KP00029689 白水社 201712 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

スペイン語文法ライブ講義！ 9784560087633

加藤伸吾 KP00045843 白水社 201206 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

スペイン語力養成ドリル2000題 9784560086025

306

「初級文法は終えたけど、いまひとつ自信がない」という方にぴったりのドリル。 苦手項目が

ひと目でわかるので効率的に学習できます。

307

状況に合わせた熟語の知識は、例文とセットで覚えましょう。学習の目安にも便利な、重

要度を３レベルで表示。仏和・和仏索引付

308

まるごと一冊、接続法だけの問題集。活用形の復習から始め、さまざまな用法をムリなくム

ダなく網羅しました。もう接続法は恐くない！

305

それぞれのセンテンスは短くてＯＫ。大切なのは、センテンスをつなぐテクニック、 説明を組

み立てる力と、ほんの少しの勇気です。★音声無料ダウンロード 冊子版での付属CDは、

収録されておりません。 ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

300

ツイッターから生まれた肩の凝らないドイツ語練習問題集。ひとつのテーマは5日間で完成。

ヒントや文法のおさらい付き。全50課。

301

フランス語習得の近道は、適切な問題集を一冊完全にやりきること。このドリルなら、簡潔

明瞭な文法解説、ポイントをおさえた練習問題で、フランス語力が早く確実に身につきま

す。

302

フランス語筆記体を正しく美しく書くための練習帳。詩や小説の一節、戯曲の台詞、諺な

どを、毎日1文、楽しみながら書いていきます。

309

授業をそのままお届け！　軽い語り口、だけど初級終了までしっかりカバー。覚え方＆考え

方のコツも投入した、読めちゃう文法書です。

310

語学の基礎体力は豊富な練習量から！　全2000題は接続法過去完了までカバー、基

本をみっちり書かせて固める問題集です。文法が身体にしみこむまで徹底トレーニングいた

します。

299

短い簡単な表現で身近なことを伝えられる。話す・書く・聞く・読む・文法の全技能対応。

全世界共通の新基準。★音声無料ダウンロード

303

日付、場所などのメモ程度からスタートして、シンプルな文、少し長めの文に挑戦していきま

しょう。継続は力なり。毎日ちょこっと書いて、フランス語力を着実にアップさせましょう。

304

「お腹にちょうちょがいる」「うさぎを置かれた」ってどんな意味？知れば使いたくなるフランス式

のひと言をイラストを添えてご紹介。
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長神悟 KP00036450 白水社 201808 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

イタリア語のABC　改訂版 9784560087831

髙橋みのり KP00005525 白水社 201304 PDF ¥4,730 ‐ ¥7,095

チェコ語表現とことんトレーニング 9784560086261

根井雅弘 KP00018566 白水社 201810 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

英語原典で読む経済学史 9784560096567

服部文昭 KP00031869 白水社 202001 EPUB ¥5,720 ‐ ¥8,580

古代スラヴ語の世界史 9784560088647

ダニエル・コーエン【著】 　林昌宏【訳】 KP00024931 白水社 201909 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

ホモ・デジタリスの時代 9784560097212

増田幸弘 KP00015210 白水社 201006 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

プラハのシュタイナー学校 9784560080658

小川洋 KP00015240 白水社 201612 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

消えゆく「限界大学」 9784560095263

平川祐弘【著】 KP00005505 白水社 200811 PDF ¥10,780 ‐ ¥16,170

アーサー・ウェイリー 9784560031919

市之瀬敦【著】 KP00005506 白水社 200611 PDF ¥4,620 ‐ ¥6,930

砂糖をまぶしたパス 9784560027936

ドナルド・キーン 　河路由佳 KP00005526 白水社 201409 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

ドナルド・キーン

わたしの日本語修行
9784560086773

谷口功一 　スナック研究会【編著】 KP00005537 白水社 201706 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

日本の夜の公共圏 9784560095478

服部正法【著】 KP00013399 白水社 201802 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

ジハード大陸：

「テロ最前線」のアフリカを行く
9784560095973

好評配信中＜単行本＞

318

20世紀初頭、ウェイリーの英訳によって『源氏物語』は世界文学の傑作としての地位を占

めるにいたる。本書は彼の生涯と業績、翻訳の妙を伝え、『源氏物語』の魅力を存分に語

る。

319

転がりつづけるボール、響きわたることば。魔術的で魅惑的で甘美なポルトガル語圏サッ

カーの世界。

320

アメリカ海軍日本語学校への入学が人生を変えた──日本文学の泰斗はいかに日本語

を学び、それを生涯の仕事とするに至ったのか。思い出の詰まった教科書を前に、自身の

原点を語る。

317

消える大学と生き残る大学の違いとは何か？　定員割れが起きるメカニズムに着目し、そ

の歴史的経緯にまでさかのぼって検証する。

312

チェコ語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」である文

法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自在！

313

根井ゼミへようこそ！　アダム・スミスからケインズまで、英語原典に直に触れながら経済学

の歴史を学ぶ、はじめての経済学史講義！

314

スラヴ人はどこから来てどのように自分たちの文字を獲得したのか。そしてスラヴ人の言語は

歴史と共にどのように変化したのだろうか。

321

日本の夜に初めて社会科学のメスが入る！　「スナック」についての本邦初の学術的研

究。都築響一、苅部直、谷口功一各氏による座談会も収録。［カラー口絵2頁］

322

「今そこにあるテロ」の現場を歩き、事件の歴史的・社会的背景を探るとともにジハーディス

トたちの真の姿に迫った戦慄のルポ！

311

日本でいちばん長く売れ続けているイタリア語参考書。よりわかりやすく、練習問題も豊富

になりました。文法がしっかり身につきます。★音声アプリ無料ダウンロード

315

ＡＩ時代の労働はどうなる？　GAFA等デジタル社会の覇者とどう付き合うべきか。1968

年パリ5月革命以後の世界史から経済を説く。

316

日本の小・中学校からプラハの公立シュタイナー学校に編入した兄妹の戸惑いと成長ぶり

を克明に描く。教育について日本で当然と思われている諸前提を心地よく揺さぶるレポー

ト。
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飯泉太子宗 KP00015191 白水社 200905 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

壊れても仏像 9784560031995

名倉幸次郎 KP00015211 白水社 201005 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

持続可能な社会をめざす

８人のライフスタイル
9784560080696

大橋照枝 KP00015212 白水社 201007 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

幸福立国ブータン 9784560080870

西芳照 KP00015214 白水社 201105 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

サムライブルーの料理人 9784560081112

バルタサール・グラシアン 　東谷穎人【訳】 KP00015217 白水社 201110 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

処世の智恵 9784560081709

加賀野井秀一 KP00015221 白水社 201112 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

猟奇博物館へようこそ 9784560081860

窪島誠一郎 KP00015224 白水社 201212 EPUB ¥6,160 ‐ ¥9,240

父　水上勉 9784560082584

笹沢信 KP00015227 白水社 201309 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

藤沢周平伝 9784560083192

笹沢信 KP00015229 白水社 201406 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

評伝　吉村昭 9784560083734

永田淳 KP00015232 白水社 201508 EPUB ¥5,060 ‐ ¥7,590

評伝・河野裕子 9784560084557

笠井亮平 KP00015234 白水社 201603 EPUB ¥5,060 ‐ ¥7,590

インド独立の志士「朝子」 9784560084953

ドゥニア・ブザール 　児玉しおり【訳】 KP00015242 白水社 201709 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

家族をテロリストにしないために 9784560095775

330

直木賞受賞作「暗殺の年輪」をはじめ数々の名作を発表し続け、没後15年を過ぎてな

お読者の心を惹きつけて止まない人気作家の生涯を、郷里・山形からのまなざしで描いた

力作評伝。

331

事実こそ小説であると現地主義に徹し、歴史家には埋めることのできない空白部分を独

創的に物語化した人気作家の生涯を熱く検証する渾身の力作評伝。

332

母の作歌に対する根源的資質とは何だったのか。没後ますますその存在感が高まる歌人

の生涯をその息子が「家族」と「作品」から描く。

329

劇的な父子の再会を経て数十年、戦没画家の作品展示で知られる「無言館」館主が、

一所不在の放浪生活を貫き、数々の名作を残した父の生涯を、血縁という不思議な糸

を絡ませて描く。

324

本当の豊かさ・本当の幸せのために自分が出来ることから始めよう！　林良樹・きくちゆみ・

設楽清和・塩見直紀・正木高志・菊川慶子・大下充億・てんつくマンが贈る熱いメッセー

ジ。

325

国民の97％が「幸せ」と答える国ブータン。国王の定年制を設けた立憲議会制民主主義

国にして、ＧＮＨ（国民総幸福）を掲げて積極的に世界に発信する国の姿を総合的に

紹介する。

326

ジーコ、オシム、岡田、ザッケローニ監督のもと、世界で戦う選手たちを「食」で支えてきた専

属シェフが初めて語る、Ｗ杯の秘策と感動の舞台裏。Ｗ杯の勝利のメニューとレシピ掲

載！

333

インド独立運動に身を投じたアシャ（朝子）とその家族の数奇な運命を通して日印関係

史に新たな視角をもたらしたノンフィクション。

334

多くの若者が、ネット動画を通じて過激思想に洗脳され、取り込まれていく。フランスで起き

ていることは他人ごとではない。

323

修復という仕事は、実は仏像を見るには一番いいポジションである。実際の修復現場から

修理過程の写真を使って、知られざる仏像の姿をリポート。修復者の視点から描く仏像の

入門書。

327

堕落した17世紀スペイン社会を生きた著述家による、世間をぬかりなく生き抜くための実

践哲学書。人々の愚かさ、悪意、欺瞞に向きあい、人生の勝利者となる方法を説く。待

望の完訳！

328

解剖学ヴィーナス、デカルトの頭蓋骨、腐敗屍体像にカタコンベ、奇形標本……あやしくも

美しい、いかがわしくも魅惑的な、あっと驚く異形のコレクション案内。
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新谷尚人 KP00015243 白水社 201712 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

バー「サンボア」の百年 9784560095898

デズモンド・モリス【著】 　伊達淳【訳】 KP00021706 白水社 201902 EPUB ¥6,160 ‐ ¥9,240

フクロウ 9784560096925

廖亦武【著】 　土屋昌明 　鳥本まさき 　及川淳子【訳】 KP00024832 白水社 201906 EPUB ¥7,920 ‐ ¥11,880

銃弾とアヘン 9784560096987

小樽市人口減少問題研究会 KP00027233 白水社 201910 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

人口半減社会と戦う 9784560097298

アリエル・バーガー【著】 　園部哲【訳】 KP00029362 白水社 201909 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

エリ・ヴィーゼルの教室から 9784560097205

フランク・ラングフィット【著】 　園部哲【訳】 KP00031339 白水社 202005 EPUB ¥5,940 ‐ ¥8,910

上海フリータクシー 9784560097595

Ｗ・Ｇ・ゼーバルト【著】 　鈴木仁子【訳】 KP00032474 白水社 202002 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

アウステルリッツ 9784560097489

サマル・ヤズベク【著】 　柳谷あゆみ【訳】 KP00033017 白水社 202003 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

無の国の門 9784560097540

じゃんぽ～る西 　カリン西村 KP00033399 白水社 202010 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

フランス語っぽい日々 9784560088814

ジェイムズ・クラブツリー【著】 　笠井亮平【訳】 KP00036546 白水社 202008 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

ビリオネア・インド 9784560097823

堀江秀史 KP00041080 白水社 202002 EPUB ¥14,960 ‐ ¥22,440

寺山修司の一九六〇年代 9784560097502

アリ・バーマン【著】 　秋元由紀【訳】 KP00041081 白水社 202006 EPUB ¥8,360 ‐ ¥12,540

投票権をわれらに 9784560097649

342

祖国を逃れた作家が一時帰還し、反体制派の人々の苦悩と挫折に耳を傾ける。記録す

る行為を通じて内戦という過酷な現実と向き合う労作。

343

日本人の夫は漫画家、フランス人の妻はジャーナリスト。日仏夫婦が漫画とコラムでつづ

る、異文化・外国語学習・子育ての悲喜こもごも。

344

政官財の癒着、蔓延する縁故主義、地方政界にまで及ぶ金権政治――スーパーリッチ

の生態を通してインド社会の諸相を描いた傑作。

341

建築史家のアウステルリッツは、帝国主義の遺物の駅舎、要塞、病院、監獄を巡り、〈私〉

に暴力と権力の歴史を語る。解説：多和田葉子

336

最古の鳥類とも言われるこの謎めいた鳥の歴史・文化・生態を、『裸のサル』で知られる著

名な動物行動学者が存分に解き明かす。

337

一般民衆の視点から事件の真相に迫り、30年後の今も続く当事者たちの苦難の道のり

を追った門外不出のオーラルヒストリー。

338

年間二千人の人口減少に直面する小樽市。行政と大学が、所得・市民意識から子育

て・マーケティングまで原因と対策を提言する。

345

さまざまな表現活動で多くの人に影響を与えた寺山修司。彼の対話という行動原理が明

確に表われる1960年代を軸に論じる。

346

油断したら投票権すら奪われる――そんな「民主主義国家・法治国家」アメリカの実相を

描いた驚愕のノンフィクション。

335

2018年、創業100周年を迎える洋酒バー「サンボア」。大阪、京都、東京に14軒を構え

る由緒ある酒場の知られざる歴史を辿る。

339

「教師」を自認した、ノーベル平和賞受賞者であり、収容所体験『夜』の作家による大学

講義。愛弟子が恩師の教えを逸話満載で詳解。

340

「話してくれたら運賃タダ」という奇抜なタクシーで都市と地方を行き来し、時代の重要な転

換点にある中国を見つめた野心的ルポ。
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デイヴィッド・ランシマン【著】 　若林茂樹【訳】 KP00043422 白水社 202010 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

民主主義の壊れ方 9784560097922

矢吹晋 KP00044250 白水社 202007 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

〈中国の時代〉の越え方 9784560097663

根井雅弘【著】 KP00011396 白水社 201705 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

ケインズを読み直す 9784560095577

根井雅弘 KP00013761 白水社 201608 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

ガルブレイス 9784560095126

ダニ・ロドリック【著】 　岩本正明【訳】 KP00020508 白水社 201904 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

貿易戦争の政治経済学 9784560096888

ダンビサ・モヨ【著】 　若林茂樹【訳】 KP00025253 白水社 201908 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

いまこそ経済成長を取り戻せ 9784560097182

根井雅弘 KP00025254 白水社 201908 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

定本　現代イギリス経済学の群

像
9784560097236

根井雅弘 KP00033875 白水社 202006 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

英語原典で読む現代経済学 9784560097731

ポール・コリアー【著】 　伊藤真【訳】 KP00036547 白水社 202009 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

新・資本主義論 9784560097878

野原慎司 KP00042878 白水社 202012 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

戦後経済学史の群像 9784560098172

L・ランダル・レイ【著】 　横川太郎【監訳】 　鈴木正徳【訳】 KP00044121 白水社 202103 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

ミンスキーと

〈不安定性〉の経済学
9784560098318

インゴルフ・ケルン【文】 　クリスティーネ・レッシュ【絵】 　バウハウス・デッサ

ウ財団【編】 　田中純【監修】 　大宮萌恵【訳】 KP00025423 白水社 201909 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

バウハウスってなあに？ 9784560096741

354

Ｅ・Ｈ・カー、ハイエクからフリードマン、ガルブレイスまで、英語原典に直に触れながら経済

学を学ぶ、人気講義の第二弾！

355

資本主義が本来持っていた倫理・道徳的側面に着目し、格差によって底なしの不安に

陥っている現代社会を立て直すための方策を提言。

356

日本資本主義論争、そして大塚史学以後、日本の資本主義はいかに論じられたか？

従来の戦後論に捉われない新たな戦後へ赴く試み。

353

社会主義がベルリンの壁とともに崩れた1989年、現代経済学の起源を米主流派ではなく

英ケンブリッジ学派に見出した記念碑的著作。

348

樺美智子、西部邁、石橋湛山、大内力、東畑精一……60年安保から2020年の米中

衝突まで、戦後中国はいかに捉えられたか？

349

この時代を生き抜くための経済学入門の決定版！　英語原文でケインズに触れるコラムや

関係する経済学者列伝も収録。

350

「拮抗力」「依存効果」「社会的アンバランス」「テクノストラクチュア」など独創的な概念で資

本主義の本質に迫ろうとした異端派の肖像。“ゆたかな社会”を超えて。

357

ＭＭＴの源流へ。先の金融危機で囁かれた「ミンスキー・モーメント」とは何か？「安定性

が不安定性を生み出す」ミンスキー理論の全貌。

358

建築家の父が子と一緒にデッサウのバウハウスを訪れ、50の疑問にやさしく答える初のバウ

ハウス入門絵本。磯崎新氏・深澤直人氏推薦。

347

デモクラシーの終焉はいかに起こる？　ケンブリッジ大教授がクーデタ・大惨事・テクノロジー

という観点からリアルな姿を見詰め直す。

351

ポピュリズム的ナショナリズムと高度産業社会に充満する不安を理解するための必読書。フ

ランシス・フクヤマ、ラグラム・ラジャン推薦。

352

債務膨張・高齢化・格差はじめ世界はハリケーン級の逆風にさらされている。「経済成長」

を軸にこれからのデモクラシーを展望する。
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木村晴美 　岡典栄 KP00025075 白水社 201908 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

手話通訳者になろう 9784560097168

塙和也 KP00015226 白水社 201307 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

自民党と公務員制度改革 9784560083154

フランソワ・エラン【著】 　林昌宏【訳】 KP00020509 白水社 201904 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

移民とともに 9784560096918

石井知章 　及川淳子【編】 KP00030357 白水社 201912 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

六四と一九八九 9784560097403

フュステル・ド・クーランジュ【著】 　田辺貞之助【訳】 KP00000085 白水社 201105 PDF ¥13,200 ‐ ¥19,800

古代都市　新装復刊 9784560028865

ゲオルク・ジンメル【著】 　居安正【訳】 KP00000170 白水社 201605 PDF ¥11,000 ‐ ¥16,500

社会学　新装復刊 9784560092453

ゲオルク・ジンメル【著】 　居安正【訳】 KP00000171 白水社 201605 PDF ¥11,000 ‐ ¥16,500

社会学　新装復刊 9784560092460

貫洞欣寛【著】 KP00013400 白水社 201805 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

沸騰インド：

超大国をめざす巨象と日本
9784560096246

浜本隆志 KP00015225 白水社 201306 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

海賊党の思想 9784560082904

笠井亮平 KP00015241 白水社 201706 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

モディが変えるインド 9784560095546

田中洋二郎 KP00022806 白水社 201907 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

新インド入門 9784560097076

張博樹【著】 　石井知章 　及川淳子 　中村達雄【訳】 KP00024258 白水社 201905 EPUB ¥9,240 ‐ ¥13,860

新全体主義の思想史 9784560096994

366

めざましい経済成長を続ける一方で、国内にさまざまな難題を抱えるインド。そのチャンスと

リスクを見極めるための視点を提供する。

367

海賊党という「あやしい政党」が、21世紀のヨーロッパを徘徊している！　ネット選挙や著

作権をめぐる新しい思想をレポートし、透明性のあるガバナンス（統治）について考える。

368

「巨象使いの切り札」として登場したモディ首相を通して現代インドの政治、経済、社会、

外交を概観し、南アジアの国際関係を紐解く。

365

混迷の現代にジンメルがよみがえる！ジンメルは「生の哲学」の先鋭な論客として知られる

が、現代社会学の先駆者としても特異な足跡を遺した。歴史的社会進化論を排し、個

人と個人、個人と集団、集団と集団の相互関係を中心テーマに「形式社会学」を確立し

た研究の集大成！

360

秋葉原事件やリーマン・ショックに揺れた2008年――。戦後政治と向き合った福田康夫、

麻生太郎、渡辺喜美、甘利明の「総合調整」を巡る戦いを、綿密な取材で浮かび上がら

せる。

361

嘘の数字、詭弁、フェイクニュースを見破るために！　フランスの移民学の権威が、人口統

計学をもとに間違いだらけの移民政策を検証。

362

アンドリュー・ネイサン、胡平、王丹、張博樹、李偉東、矢吹晋ら世界的権威が新資料を

駆使して描く「紅い」帝国の起源とこれから。

369

GDPや人口構成、識字率や大学進学率などの統計データと、社会的事件や流行を突き

合わせることで浮かび上がる大国インドの姿。

370

習近平体制を「新全体主義」ととらえ、六四以後の現代中国を壮大なスケールで描く知

識社会学の記念碑的著作。天安門事件30年を悼む。

359

手話言語条例の制定が相次ぎ、手話通訳の需要が高まっています。各分野で活躍する

手話通訳者にインタビューし、その魅力を探ります。

363

希代の名文で古代ギリシア・ローマの社会形態を克明に叙述し、『母権利』『種の起源』と

並び称される不朽の名著、待望の復刊。

364

混迷の現代にジンメルがよみがえる！ジンメルは「生の哲学」の先鋭な論客として知られる

が、現代社会学の先駆者としても特異な足跡を遺した。歴史的社会進化論を排し、個

人と個人、個人と集団、集団と集団の相互関係を中心テーマに「形式社会学」を確立し

た研究の集大成！
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岡奈津子 KP00031623 白水社 201910 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

〈賄賂〉のある暮らし 9784560097281

町田樹 KP00034766 白水社 202006 EPUB ¥11,000 ‐ ¥16,500

アーティスティックスポーツ

研究序説
9784560097656

国際交流基金【編】 KP00043930 白水社 202011 EPUB ¥4,620 ‐ ¥6,930

国際文化交流を実践する 9784560097977

松本はる香【編】 KP00046640 白水社 202009 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

〈米中新冷戦〉と中国外交 9784560097892

松宮秀治 KP00000084 白水社 200810 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

芸術崇拝の思想 9784560027172

樺山紘一【序論】 　野口昌夫【編著】 　石川清 　稲川直樹 　桑木

野幸司 　赤松加寿江 KP00015216 白水社 201104 EPUB ¥10,120 ‐ ¥15,180

ルネサンスの演出家　ヴァザーリ 9784560081266

ジョージ・バーナード・ショー【著】 　鳴海四郎【訳】 KP00000111 白水社 198701 PDF ¥14,300 ‐ ¥21,450

バーナード・ショー名作集 9784560033050

アウグスト・ストリンドベルヒ【著】 　毛利三彌ほか【訳】 KP00000113 白水社 197508 PDF ¥9,020 ‐ ¥13,530

ストリンドベリ名作集 9784560033074

ピエール・ド・マリヴォー 　ピエール・オーギュスタン・カロン【著】 KP00000114 白水社 197712 PDF ¥11,440 ‐ ¥17,160

マリヴォー／ボーマルシェ名作集 9784560033098

佃典彦 KP00015183 白水社 200604 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

ぬけがら 9784560026915

岡田利規 KP00015193 白水社 200504 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

三月の５日間　オリジナル版 9784560035917

前田司郎 KP00015237 白水社 200804 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

生きてるものはいないのか 9784560094013

378

スウェーデンの劇作家による、代表傑作戯曲集。「父」「令嬢ジュリー」「ダマスカスへ」「罪ま

た罪」「死の舞踏」「幽霊ソナタ」を収録。絶えず変貌する魂の遍歴を刻みつけた６編。

379

オペラやコメディー・フランセーズのレパートリーなどで広く親しまれている18 世紀フランス喜

劇の傑作選。マリヴォーの恋愛喜劇（恋の不意打ち、愛と偶然の戯れ、偽りの告白、試

練）の四編と、ボーマルシェのフィガロ三部作（セビーリャの理髪師、フィガロの結婚、罪あ

る母）を収録。

380

家を追い出された息子と、“脱皮”を繰り返して若返っていく父親の物語。６人の父親が語

る記憶とは……。「秀逸なアイデア」と選考委員が絶賛した第50回岸田國士戯曲賞受

賞作。

377

シェイクスピアに次ぐ巨匠として、英国が誇る劇作家の代表傑作戯曲集！　「カンディダ」

「人と超人」「ピグマリオン」「聖女ジョウン」など、理想の女性像を探求した６篇を収録。

372

〈アーティスティックスポーツ〉という身体運動文化を、経営・経済学、法学、社会学、芸術

学などを横断して探究する。

373

コロナ禍や一国主義の台頭で揺らぐ国際協調をいかに守るか？　心と心の触れ合いに懸

けたＪＦ職員たちの渾身のルポルタージュ！

374

「一帯一路」の主導権は果たして中国にあるのか？　ポスト冷戦期のユーラシア大陸を新

冷戦と中国外交から眺めた新たな知の羅針盤。

381

イラク空爆＆反戦デモを尻目に、渋谷のラブホで４泊５日――表題作（第49回岸田

國士戯曲賞受賞）の他、２作を収録。チェルフィッチュこと、超リアル日本語演劇の旗手

によるデビュー作品集。

382

あやしい都市伝説がささやかれる大学病院で、ケータイ片手に次々と、若者たちが逝

く??。とぼけた「死に方」が追究されまくる、傑作不条理劇。第52回岸田國士戯曲賞受

賞作品。

371

ソ連崩壊後、独立して計画経済から市場経済に移行したカザフスタン。国のありかたや人

びとの生活はどのような変化を遂げたのだろうか。

375

芸術はいかにして“神”となったのか。宗教に代わる新しい支配原理となっていった芸術の思

想を、民族、歴史、文化などの問題とからめて論じていく。

376

『列伝』の作者ヴァザーリの建築家、都市設計家、庭園設計家、祝祭演出家としての多

方面での活躍を捉える。
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ウージェーヌ・イヨネスコ【著】 KP00030824 白水社 202001 EPUB ¥7,920 ‐ ¥11,880

ベスト・オブ・イヨネスコ

授業／犀
9784560097526

ジャン・コクトー【著】 　澁澤龍彦 　寺川博 　岩瀬孝ほか【訳】 KP00000112 白水社 201205 PDF ¥9,130 ‐ ¥13,695

コクトー名作集 9784560033067

オットー・エーリヒ・ドイッチュ【編】 　石井不二雄【訳】 KP00000115 白水社 197807 PDF ¥11,660 ‐ ¥17,490

シューベルト

友人たちの回想
9784560036136

ブルーノ・ワルター【著】 　渡辺健【訳】 KP00000159 白水社 201305 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

音楽と演奏　新装復刊 9784560082935

パウル・ベッカー【著】松村哲哉【翻訳】 KP00013398 白水社 201304 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

オーケストラの音楽史：

大作曲家が追い求めた

理想の音楽

9784560082751

河合祥一郎 KP00000118 白水社 200107 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,560

ハムレットは太っていた！ 9784560047224

アントナン・アルトー【著】 　安堂信也【訳】 KP00000162 白水社 201505 PDF ¥5,500 ‐ ¥8,250

演劇とその分身　新装復刊 9784560084427

越川芳明【著】 KP00005496 白水社 200612 PDF ¥4,125 ‐ ¥6,187

トウガラシのちいさな旅 9784560027943

四方田犬彦 KP00015238 白水社 200905 EPUB ¥6,380 ‐ ¥9,570

怪奇映画天国アジア 9784560094037

ジョン・マウチェリ【著】 　松村哲哉【訳】 KP00022214 白水社 201906 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

指揮者は何を考えているか 9784560097090

飯島正【著】 KP00005498 白水社 197009 PDF ¥16,500 ‐ ¥24,750

前衛映画理論と前衛芸術

ベアント・ブルンナー【著】 　山川純子【訳】 KP00024434 白水社 201908 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

水族館の歴史 9784560097243

390

ギターの音に誘われて、米・メキシコ国境から、中米、モロッコ、沖縄へ。熱くて辛い、ボー

ダー文学・映画・音楽を味わいつくせ！　《境界》を旅して十余年、待望の評論・エッセイ

集。

391

怖くなければ映画じゃない!?　インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、カンボジアなど

の怪奇映画史、恐怖と身体の政治性、アニミズム的精霊信仰との関係を解く。渾身の書

下ろし！

392

指揮者自身が、音楽解釈から現場の試練まで「指揮者という仕事」をあらゆる角度から論

じる、著名な音楽家のエピソード満載の一冊。

389

“残酷演劇”とは何か？ポストドラマ的な演劇が宣言され、その感性はマルクス兄弟の激讃

にまで辿りつく！「２０世紀に書かれた最も重要な演劇書」として、アルトーの神髄ここに

極まる。

384

「オイディプース王」「オルフェ」「声」「円卓の騎士」「エッフェル塔の花婿花嫁」「怖るべき親た

ち」「バッカス」収録。《芸術的軽業師》の詩的幻想。

385

D番号で知られるシューベルト研究の権威ドイッチュが編纂した最も基本的な伝記資料。

シューベルトの人間像と生活ぶりが友人たちの筆でありありと描かれ、彼の音楽芸術の理

解を深める一助になるとともに、19世紀初頭のウィーンの音楽生活・市民生活の貴重な

歴史的資料ともなっている。

386

「ただ音楽家であるにすぎない者は、半人前の音楽家である」音楽の本質についての考察

から、指揮者の修業過程やオペラの演出まで、巨匠が語りつくした見事な音楽論。

393

1920年代の無声映画とその前衛的な理論は今もなお斬新な現代性を持ち続けている。

飯島正が当時のフィルムと文献を通して、映画の本質についての鮮明な示唆を与える労

作。

394

「生きた博物館」にして人工の生態系でもある水族館。その誕生と発展をたどり、水族館

の現在を見つめるユニークな文化史。図版多数。

383

ベケットとともに不条理演劇の双璧をなすイヨネスコの、コミカルでグロテスクな名作集。

諏訪正 　安堂信也 　木村光一 　加藤新吉 　大久保輝臣 　末木利文【訳】

387

大作曲家たちはオーケストラで何を表現しようとしたのか。主要楽曲を例にあげながら、表

現や楽器編成の変化に込められたその意図や、時代と社会の反映としてのオーケストラを

語る。

388

太っちょ、やせ、のっぽ、チビ…。シェイクスピア芝居を最初に演じた役者たちの体型から、作

品の新しい「読み」の手がかりを発見する！画期的なシェイクスピア論。
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ヨハン・ヤーコプ・バハオーフェン 　吉原達也 　平田公夫 　春山清純

【共訳】 KP00000017 白水社 199202 PDF ¥17,600 ‐ ¥26,400

母権制　上巻 9784560018989

ヨハン・ヤーコプ・バハオーフェン 　吉原達也 　平田公夫 　春山清純

【共訳】 KP00000018 白水社 199304 PDF ¥18,700 ‐ ¥28,050

母権制　下巻 9784560018996

師岡カリーマ・エルサムニー【著】 KP00005495 白水社 200804 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

イスラームから考える 9784560031827

金田久璋 KP00000019 白水社 200203 PDF ¥6,490 ‐ ¥9,735

稲魂と富の起源 9784560022047

辰巳和弘 KP00000020 白水社 199002 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

高殿の古代学 9784560022276

橋本鉄男 KP00000022 白水社 199303 PDF ¥5,390 ‐ ¥8,085

漂泊の山民 9784560022344

浜本隆志【編著】 　柏木治【編著】 　森貴史【編

著】
KP00005499 白水社 200806 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ヨーロッパ人相学 9784560026342

若林ひとみ【著】 KP00005502 白水社 200411 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

クリスマスの文化史 9784560040751

鹿島茂【著】 KP00005503 白水社 200902 PDF ¥9,130 ‐ ¥13,695

モンマルトル風俗事典 9784560026434

鹿島茂【著】 KP00005504 白水社 200906 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

馬車が買いたい！　[新版] 9784560080009

桑木野幸司 KP00026236 白水社 201907 EPUB ¥10,560 ‐ ¥15,840

ルネサンス庭園の精神史 9784560097113

ビアトリス・ホーネガー【著】 　平田紀之【訳】 KP00030494 白水社 202003 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

茶の世界史 9784560097601

402

サンタクロースとは誰？　ツリーの発祥は？　意外と知られていないクリスマスの歴史を本場

ドイツを中心に紹介し、さらにはカードやお菓子の知識、貴重で楽しい図版も満載。北原

照久氏推薦。

403

19世紀、モンマルトルに花開いたカフェ、キャバレーの数々……そこに渦巻く人間模様を生

き生きと再現。この一冊で、あの小説もあの絵画も、ひと味ちがった楽しみかたができる!

404

19世紀パリの風俗・世相を豊富な資料を駆使して描く。図版・レイアウトも一新し、未収

録原稿を加えた古典的名著の決定版。サントリー学芸賞受賞作

401

顔つきで、キャラクターがわかる!?　本書は、ヨーロッパで古代から研究されてきた人相学を

歴史的に跡づけ、それに関わる表象（聖像や彫刻・絵画から、映画やブロマイドまで）を

詳解。

396

神話、伝承、彫刻、図像の精緻な解読により、父権制以前に愛と平等の母権制社会が

あったことを発見した名著の完訳。今世紀の神話学、民俗学、精神分析学等に多大な

影響を与えた本書は、未だ汲みつくされぬ知的宝庫であり、細部の輝きに満ちた新しい世

界へと読者を誘う。索引・関連地図等を完備する。

397

ベール、風刺画、原理主義…これらは本当に「イスラーム問題」なのか。イスラーム報道を

捉え直す待望の書。酒井啓子さんとの対談「私たちが前提にしている現実はなにか」も収

録。

398

著者は、柳田国男の「トビの餅・トビの米」の論旨を後世の研究者への問題提起として忠

実に受けとめ、民俗語彙「トビ」の解明にむけ、正面きって調査研究に取り組んでいる。円

熟期に入った学究による画期的労作。

405

初期近代イタリアを彩る数々の名苑奇園の内に、当時の自然観や美学、哲学、科学、

工学が混淆する創造的瞬間を見る、新しい文化史。

406

その一杯を味わいながら繙きたい――ポスト・コロニアルな問題意識とお茶への愛とに裏打

ちされた豊穣な東西文化史。

395

著者は古代神話や文献、彫刻、図像の想像的解読により、父権制以前に愛と平等の

母権制社会が存在したことを発見し、今世紀の神話学、民俗学、宗教学、法学、精神

分析学等に革新的な影響を与えた。今日でも読者の知的関心を惹起する名著の、初版

を底本とした完訳である。関連地図、神々の系譜付。

399

古墳時代の大居館遺構を中心に、家屋文鏡、家形埴輪、古社の社殿建築など広範な

資料を駆使して古代豪族の姿を復元し、人物埴輪や土器絵画、記・紀・風土記・万葉

を手掛かりに、王権祭儀の起源と実態を解明する。

400

良木を求めて山野を移動・漂泊し、手挽きろくろを用いて椀などを作った人々を、近世に

広く木地屋と呼んだその移動・漂泊の跡を精査し、漂泊生業者論・諸職史論の視角か

ら、彼らの生活実態と文化史的意義を追究する。単なる民俗学の領域を超え、日本社

会の裏面史に深く切り込む必読の好著。
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ダニエル・ドレズナー【著】 　谷口功一 　山田高敬【訳】 KP00032798 白水社 201210 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

ゾンビ襲来 9784560082492

辰巳和弘 KP00000021 白水社 199206 PDF ¥6,820 ‐ ¥10,230

埴輪と絵画の古代学 9784560022313

井上浩一 KP00041409 白水社 202007 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

歴史学の慰め 9784560097762

大和岩雄 KP00000023 白水社 199703 PDF ¥6,050 ‐ ¥9,075

天狗と天皇 9784560022429

富田仁 KP00000116 白水社 198412 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

鹿鳴館

擬西洋化の世界
9784560039649

三谷博 KP00030242 白水社 202003 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

日本史からの問い 9784560097458

今尾恵介 KP00015215 白水社 201103 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

地図で読む戦争の時代 9784560081181

今尾恵介 KP00015223 白水社 201209 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

地図で読む昭和の日本 9784560082447

エリザベス・ドネリー・カーニー【著】 　森谷公俊【訳】 KP00019242 白水社 201901 EPUB ¥9,680 ‐ ¥14,520

アルシノエ二世 9784560096673

杉山祐之 KP00005535 白水社 201701 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

張作霖 9784560095348

杉山祐之 KP00005538 白水社 201211 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

覇王と革命 9784560082560

私市正年 KP00000083 白水社 200412 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

北アフリカ・イスラーム主義運動の

歴史
9784560026014

414

戦争、敗戦、高度経済成長、ニュータウン、産業構造の転換など、明治維新以来、近代

化を急速に進めた日本の歩みを、各時代の地図をもとに定点観測していく。いまを知る一

冊。

415

プトレマイオス王朝初期、一夫多妻から兄弟姉妹婚への時代を生き抜いた「クレオパトラ

の先駆者」アルシノエ二世の壮絶な生涯を追う。

416

長年、中国報道に携わってきたジャーナリストが日中双方の公開資料を渉猟し、その人物

像と時代を重層的に描いた本格評伝！［地図／写真／参考・引用文献／主要登場

人物／略年表 収録］

413

蛇行を繰り返す線路、忽然と現われる円形の区画、広大な空き地。地図に描かれた戦

争の痕跡を古今内外の地図をもとにさぐっていく本書は、植民地や領土問題を考える上で

も示唆に富む。

408

弥生土器絵画をはじめ,分銅形土製品,円筒埴輪の線刻図文、人物埴輪の顔面装飾、

古墳壁画など、さまざまな資料を駆使して、弥生・古墳時代の呪術的儀礼と精神世界を

追求し,古代文化の基層を解明する。

409

歴史が男の学問とされていた時代に、ビザンツ帝国中興の祖である父アレクシオス一世の

治世を記した、皇女の生涯をたどり作品を分析。

410

天狗の原像とは何か。天狗はなぜ鳶として形象化され、さらには天皇の怨霊と同一視され

るに至ったのか。歴史の闇を羽ばたく「異人」としての天狗を通して、日本人の心性を活写

する。

417

袁世凱統治の末期から張作霖爆殺まで、各地の群雄が権謀術数をめぐらせ、三国志さ

ながらの興亡を繰り広げた軍閥混戦の時代を、ベテランの中国ウォッチャーがダイナミックに

描く。

418

イスラーム主義運動とは何だったのか？その「熱狂と挫折」の歴史を、前近代から現代ま

で、北アフリカのマグリブ諸国（チュニジア・モロッコ・アルジェリア）を軸に論じてゆく。

407

パンデミックに対し、政府はいかに対処し、社会はいかに反応するのか？　その日にどう備え

るのか？　国際政治の世界的権威が教える「危機対応」のすべて！

411

不平等条約改正の悲願をこめ、明治政府が欧化政策のもとに外国人接待所として設立

した鹿鳴館は、文明開花を象徴する不夜城を出現させた。粋を集めた建築、舞踏、服

飾、料理などの文化・風俗と、そこにかかわった人々の人間模様を再現して、鹿鳴館が日

本の近代化に果たした役割を捉え直す意欲作。

412

「歴史家」はいかに生まれるのか。1968年駒場から歴史認識論争を経て、比較革命史

へと至る維新史家の遍歴を辿る。
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マイク・ラポート【著】 　楠田悠貴【訳】 KP00033549 白水社 202006 EPUB ¥5,060 ‐ ¥7,590

ナポレオン戦争 9784560097809

石田勇治 KP00000160 白水社 201405 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

過去の克服　新装復刊 9784560083659

高山一彦【編訳】 KP00000161 白水社 201505 PDF ¥8,910 ‐ ¥13,365

ジャンヌ・ダルク

処刑裁判　新装復刊
9784560084397

新井潤美 KP00015219 白水社 201111 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

執事とメイドの裏表 9784560081792

レジス・ボワイエ【著】 　熊野聰【監修】 　持田智子【訳】 KP00029801 白水社 201911 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

ヴァイキングの暮らしと文化 9784560097410

ブライアン・ウォード＝パーキンズ【著】 　南雲泰輔

【訳】
KP00046124 白水社 202008 EPUB ¥7,920 ‐ ¥11,880

ローマ帝国の崩壊 9784560097847

メイ・M・ナイ【著】　小田悠生【訳】 白水社 202012 EPUB ¥13,860 ‐ ¥20,790

「移民の国アメリカ」の境界 9784560097953

ゲオルク・ジンメル【著】 　居安正【訳】 KP00000169 白水社 201605 PDF ¥16,500 ‐ ¥24,750

貨幣の哲学　新訳版　新装復刊 9784560092354

ジャン=ポール・サルトル【著】 　澤田直 　水野浩二【訳】 KP00005524 白水社 201510 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

主体性とは何か？ 9784560084618

池田信夫 KP00013760 白水社 201807 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

丸山眞男と戦後日本の国体 9784560096550

細見和之 KP00015208 白水社 200911 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

「戦後」の思想 9784560080320

中島隆博 　石井剛【編著】 KP00020964 白水社 201904 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

ことばを紡ぐための哲学 9784560096734

425

「よそ者たち」の織りなすアメリカ史。 「移民国家アメリカ」は神話にすぎない。 アメリカに「国

境意識」が芽生えた20世紀初頭にさかのぼり、国境・主権国家・国民国家の自明性を

歴史的に問い直した画期的書。

427

マルクス主義哲学からバタイユやドゥルーズの問題系へとつながる、サルトルの「61年ローマ

講演」。

428

戦後政治の最大の争点は憲法9条ではなかった！　戦後民主主義の「神話」を解体する

画期的論考。

429

ヨーロッパを揺るがしたナポレオン戦争、普仏戦争、第一次・第二次世界大戦、そして現

在、カントからハーバーマス、デリダにいたる思想家は戦後、いかに戦争について思考して

いったのか。

426

貨幣は近代精神の完全な表現である。貨幣論の哲学的基礎づけに終始することなく、貨

幣を手がかりとして近代社会の構造と文化の核心に迫った畢生の大作。

420

ナチズムの過去と向き合うために。過去の克服を促す力と押しとどめる力。このふたつの力

のせめぎ合いを通して、戦後ドイツの歩みを考える。

421

古文献の綿密な解読を通して初めて解明された「オルレアンの乙女」の真実と実像。

422

文学や映画でおなじみ、イギリスの執事やメイドなどの使用人。これらの職種に対する社会

的イメージと実情を、19世紀～現代を中心に、文学や諷刺、各種記録から考察する。

430

「炎上」からヘイトスピーチまで、敵が敵を生む〈ことばの過剰〉に抗して、ともに生きる場を恢

復する、「知の技法」のこれから。

419

初めての世界大戦にして、初めての総力戦はいかに戦われたか？　師団の創設からトリ

アージの開発まで、すべてを変えた戦争の全体像。

423

北欧の海賊という間違ったイメージではなく、洗練された芸術や文学をもち高度な技術を

そなえた人々の、ありのままの姿を明らかにする。

424

生産と流通の巨大ネットワークを持つ「文明」が崩壊した時、人々の暮らしに何が起きた

か。専門分化した古代ローマ社会の脆弱さを探る。
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久保田剛史【編】 　宮下志朗【訳】 KP00025462 白水社 201908 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

モンテーニュの言葉 9784560097151

西江雅之 KP00033499 白水社 202006 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

ピジン・クレオル諸語の世界 9784560088746

須藤海芳子 KP00015218 白水社 201110 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

フランスワイン　33のエピソード 9784560081747

林哲夫 KP00015186 白水社 200708 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

古本屋を怒らせる方法 9784560031674

杉田弘子 KP00015209 白水社 201001 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

漱石の『猫』とニーチェ 9784560080443

作田啓一 KP00015220 白水社 201202 EPUB ¥5,720 ‐ ¥8,580

現実界の探偵 9784560081853

加太宏邦【著】 KP00005497 白水社 200502 PDF ¥4,290 ‐ ¥6,435

荷風のリヨン 9784560027745

岩田誠【著】 KP00005500 白水社 200804 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

神経内科医の文学診断 9784560031803

中嶋浩郎【著】 　中嶋しのぶ【著】 KP00005501 白水社 200608 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

フィレンツェ歴史散歩 9784560027899

譚璐美【著】 KP00005536 白水社 201607 PDF ¥3,960 ‐ ¥5,940

帝都東京を中国革命で歩く 9784560092507

仙北谷茅戸 KP00015184 白水社 200606 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

畑の向こうのヴェネツィア 9784560027882

宮沢章夫 KP00015185 白水社 200610 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

考える水、その他の石 9784560027905

439

ローマ帝国の植民都市として拓かれ、黄金のルネサンス文化を謳歌した「花の都フロレン

ティア」。この街に刻まれた様々な記憶を、ダンテやヴァザーリ、メディチ家の人々とたどる。

440

〈明治維新〉と〈中国革命〉が交錯した早稲田、本郷、そして神田……街歩きで見つけた

帝都東京の新たな相貌。カラー図版多数。

441

ヴェネツィア近郊の町ノアーレ。そこに暮らす日本人女性とその家族の四季折々の生活と

過ぎ去りし日々への思いを、匂い、音、色彩といった感覚をもとに描いた追憶のエッセイ。

438

脳と神経の第一人者が、谷崎潤一郎『鍵』、プルースト『失われた時を求めて』、タブッキ

『レクイエム』など30作品を診る。全く新しい視点から小説を読み解く知的エッセイ。「登場

人物がページから立ち上がって、生身の人間になるスリル!」谷川俊太郎氏

433

フランスワインをめぐる歴史、文学、芸術の逸話の数々。カミュが最期に飲んだワイン、ゴッ

ホが描いたブドウ園──飲んでから読んでも、読んでから飲んでも、楽しい一冊。

434

古本および、古書店人やコレクターなど、古書をとりまく人々の生態を、ユーモアあふれる視

点から活写。古本屋とのつきあい方を、自らの経験をもとに伝授する、古本マニア待望の

書。

435

ニーチェ思想が近代日本の知識人に与えた衝撃を鮮やかに描く労作。｢近代｣に直面した

樗牛、漱石、新渡戸、安倍能成、朔太郎、芥川らの苦悩と自己救済の格闘の様が浮き

彫りにされる。

442

タモリ、たけし、松本人志、モンティ・パイソン……かっこいい笑いとは何か？　という観点か

ら繰り広げられてゆくユニークな「作家論」。1980年代論序説も含む、爆笑エッセイ集。

432

ピジン、クレオルはいかに生まれ、どのように形成されていくのか。異なる言語の出合いをとお

して人間の言語とは何かを考える。

436

人間を犯罪へと駆り立てる衝動とは何か？　池田小事件、秋葉原事件や探偵小説を題

材に行為の瞬間に立ち現れる「真空状態」を析出。動機を規定する深層を抉り出す。

437

百年前、荷風はリヨンで何を見、いかに暮らしたか。荷風が散策した当時の風景を捜し求

め、文豪のフランス体験の空白をうめる。

431

仕事、名声、外見、友情、結婚、国家、病気、老いについて……人間のすべての問いに

対し深い思索を重ねた『エセー』のエッセンス。
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四方田犬彦 KP00015213 白水社 201009 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

人、中年に到る 9784560080931

金子兜太 KP00015222 白水社 201206 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

荒凡夫　一茶 9784560082171

樫原辰郎 KP00015228 白水社 201402 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

海洋堂創世記 9784560083475

丹下和彦 KP00015207 白水社 200910 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

ギリシア悲劇ノート 9784560080283

宇野邦一 KP00000117 白水社 199705 PDF ¥7,920 ‐ ¥11,880

アルトー 9784560046265

吉田城【著】 　吉川一義【編】 KP00005494 白水社 200109 PDF ¥8,316 ‐ ¥12,474

プルーストと身体 9784560031629

ガブリエル＝シュザンヌ・ド・ヴィルヌーヴ 　藤原真実【訳】 KP00015239 白水社 201612 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

美女と野獣［オリジナル版］ 9784560095256

エミール・ゾラ【著】 　竹中のぞみ【訳】 KP00015244 白水社 201011 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

パリ 9784560099025

エミール・ゾラ【著】 　竹中のぞみ【訳】 KP00015245 白水社 201011 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

パリ 9784560099032

イレーヌ・ネミロフスキー【著】 　野崎歓 　平岡敦【訳】 KP00045160 白水社 202010 EPUB ¥8,800 ‐ ¥13,200

フランス組曲 9784560098110

ジュリア・ボイド【著】 　園部哲【訳】 KP00045852 白水社 202009 EPUB ¥9,680 ‐ ¥14,520

第三帝国を旅した人々 9784560097854

ウィリアム・シェイクスピア 　ジョン・フレッチャー【著】 　河合祥一郎【訳】 KP00015192 白水社 200401 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

二人の貴公子 9784560035481

451

政治は腐敗、ブルジョワが隆盛を極め、労働者は貧困に喘ぐ19世紀末パリ。建設中のサ

クレ・クール寺院が見下ろす悪徳と矛盾の町で、信仰を失い魂を彷徨わせる一人の神父

がいた――。

452

アウシュヴィッツに散った作家のトランクに眠っていた遺作長編。戦時下の人間の心理を描

き出す、世界350万部のベストセラー。

453

1919年から45年まで、日記や書簡を引用し、歴史的事件の瞬間を生きた人々の肉声

を再現する。LAタイムズ書籍賞受賞作品。

450

政治は腐敗、ブルジョワが隆盛を極め、労働者は貧困に喘ぐ19世紀末パリ。建設中のサ

クレ・クール寺院が見下ろす悪徳と矛盾の町で、信仰を失い魂を彷徨わせる一人の神父

がいた――。

445

せまい路地の奥に足を踏み入れた〈僕〉は、館長や専務、ボーメさんら原型師たちととも

に、めくるめく日々を過ごしてゆく──。大阪芸術大学出身の映画監督がディープに描く、

「おたく」な青春グラフィティ。

446

機械仕掛けの神とは何か？　作家の不幸な人生が傑作を生み出したのか？　舞台に出

られる俳優は三人だけ？　お祭りの演劇コンクールで競い合った？――古典文学の隠れ

た魅力を逍遙する。

447

「器官なき身体」の謎を解く、アントナン・アルトー精読の結晶。加速された身体をめぐる思

考をアルトーの全生涯・全作品にたどり、２０世紀思想の火山脈にふれる実験を解明す

る、著者渾身の力作評論。

454

古代ギリシアを舞台に、従兄弟同士の騎士が王女の愛を競い決闘する。新たにシェイクス

ピアの作品と認定された傑作戯曲！　人間の運命がもたらす悲哀を謳い上げた五幕の悲

喜劇。

444

なぜ芭蕉に対しては冷淡、蕪村を相手にせず、一茶ばかりを重視するのか──俳壇の重

鎮が、青年期から一貫して自を支配していた「自由人」への憧れとこだわりを、初めて語り

下ろす。

448

喘息、不眠症、消化不良、性的失敗。矢で射抜かれた聖セバスチアン、躍動的なバレ

エ・リュス…病や性愛、運動の「場」としての「身体」を軸に、二十世紀文学の至宝を鮮や

かに読み解く。国際的プルースト研究者の遺稿集

449

ディズニー映画で有名なおとぎ話は、本当はこんな物語だった！フェアリーテイルの名作をは

じめて日本語に訳した完全版。さし絵付き。

443

足の速さを競う時期は過ぎた。これからは少しずつ生き方に緩やかさを与え、しだいに無為

の方へと身を向けさせるべきなのだ……ありのままの思念を綴る、四方田版『随想録』。書

下ろし！



著者 Product　ID 出版社
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

デニス・ジョンソン【著】 　藤井光【訳】 KP00022213 白水社 201904 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

海の乙女の惜しみなさ 9784560090589

ミシェル・クオ【著】 　神田由布子【訳】 KP00031705 白水社 202005 EPUB ¥5,720 ‐ ¥8,580

パトリックと本を読む 9784560097311

Ｗ・Ｇ・ゼーバルト【著】 　鈴木仁子【訳】 KP00032979 白水社 202005 EPUB ¥6,380 ‐ ¥9,570

移民たち 9784560097588

Ｗ・Ｇ・ゼーバルト【著】 　鈴木仁子【訳】 KP00032980 白水社 202006 EPUB ¥5,940 ‐ ¥8,910

目眩まし 9784560097632

Ｗ・Ｇ・ゼーバルト【著】 　鈴木仁子【訳】 KP00034857 白水社 202007 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

土星の環 9784560097786

キム・ホンビ【著】 　小山内園子【訳】 KP00045018 白水社 202007 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

女の答えはピッチにある 9784560097779

出雲晶子【編著】 KP00005516 白水社 201203 PDF ¥9,900 ‐ ¥14,850

星の文化史事典 9784560081983

457

移民たちは、長い期間をおいて、みずから破滅の道をたどる……。語り手の〈私〉はそれらの

人々の生涯をたどりなおす。解説：堀江敏幸

458

カフカと同じ旅をした語り手の〈私〉は、死と暴力の予感におののいて、ヴェローナから逃げ帰

る…。謎めいた四つの物語。解説＝池内紀

459

〈私〉という旅人は、破壊の爪痕を徒歩でめぐり、荒涼とした風景に思索をよびさまされ、つ

ぎつぎに連想の糸をたぐる。解説＝柴田元幸

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

456

読書の喜びを通して、貧困からくる悪循環にあえぐ青年の心に寄り添った法律家の記録。

460

サッカー初心者の著者が地元の女子チームに入団し、男女の偏見を乗り越え、連帯する

大切さを学んで成長していく、抱腹絶倒の体験記。

461

信仰、民俗、伝承、神話、芸術（文学、美術、建築）など、世界のさまざまな地域や時

代における星と人間との関わりをまとめたはじめての事典。約1500項目収録。図版多数

掲載。

455

2017年に没した鬼才が死の直前に脱稿した、『ジーザス・サン』に続く26年ぶりの第二短

篇集。「老い」と「死」の匂いが漂う遺作。

KinoDenのメリット 

＊上記はカタログ作成時の情報です(2021年6月末現在） 

  価格等は予告なく変更となる場合がございます。  


