
白水社　2017年おすすめの本 ［ 2017年1月～11月のベスト30 ］

978-
4-560-

【一般書部門　BEST30】
07051-2 １位 ライ麦畑でつかまえて J.D.サリンジャー ¥880

09000-8 ２位 キャッチャー・イン・ザ・ライ［PB版］ J.D.サリンジャー ¥880

09051-0 ３位 ピンポン（エクス・リブリス） パク・ミンギュ ¥2,200

09547-8 4位 日本の夜の公共圏　スナック研究序説 谷口功一、スナック研究会 ¥1,900

09526-3 5位 消えゆく「限界大学」　私立大学定員割れの構造 小川洋 ¥2,000

09561-4 ６位 ブラック・フラッグス（上） ジョビー・ウォリック ¥2,300

09562-1 ７位 ブラック・フラッグス（下） ジョビー・ウォリック ¥2,300

09556-0 8位 老いの荷風 川本三郎 ¥2,400

09559-1 9位 写本の文化誌　ヨーロッパ中世の文学とメディア クラウディア・ブリンカー・フォン・デア・ハイデ¥3,300

09566-9 10位 オスマン帝国の崩壊　中東における第一次世界大戦 ユージン・ローガン ¥4,500

09563-8 11位 知のフィールドガイド　科学の最前線を歩く 東京大学教養学部 ¥2,400

09545-4 12位 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み　関西１ 今尾恵介 ¥2,400

09534-8 13位 張作霖　爆殺への軌跡一八七五－一九二八  杉山祐之 ¥2,600

09551-5 14位 木に登る王　三つの中篇小説 スティーヴン・ミルハウザー ¥2,600

07213-4 15位 ビリー・ザ・キッド全仕事 マイケル・オンダーチェ ¥1,400

07214-1 16位 平和の玩具 サキ ¥1,600

09577-5 17位 家族をテロリストにしないために ドゥニア・ブザール ¥1,500

07210-3 18位 不在の騎士 イタロ・カルヴィーノ ¥1,500

09539-3 19位 ヒトラーの裁判官フライスラー ヘルムート・オルトナー ¥3,400

09053-4 20位 死体展覧会 ハサン・ブラーシム ¥2,300

09564-5 21位 知のフィールドガイド　分断された時代を生きる 東京大学教養学部 ¥2,200

09554-6 22位 モディが変えるインド 台頭するアジア巨大国家の「静かな革命」笠井亮平 ¥2,200

09269-9 23位 チリ夜想曲（ボラーニョ・コレクション） ロベルト・ボラーニョ ¥2,200

09565-2 24位 文化大革命　〈造反有理〉の現代的地平 明治大学現代中国研究所 ¥2,600

09524-9 25位 蔡英文自伝　台湾初の女性総統が歩んだ道 蔡英文 ¥2,000

09039-8 26位 歩道橋の魔術師（エクス・リブリス） 呉明益 ¥2,100

09580-5 27位 『濹東綺譚』を歩く 唐仁原教久 ¥2,400

09910-0 28位 不機嫌な女たち（エクス・リブリス・クラシックス） キャサリン・マンスフィールド ¥2,400

72132-2 29位 サミュエル・ベケット 高橋康也 ¥3,500

09568-3 30位 起きようとしない男　その他の短篇 デイヴィッド・ロッジ ¥2,200

注文数 在庫 　書　　名 著訳者名 本体価格

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-24

TEL 03-3291-7811
FAX 03-3291-8448 

貴 書 店 印 小 社 記 入 欄 
カード 有 ・ 無 

条 件 1.普通 3.延勘（  か月） 

区分１ 1.普通 3.販売促進 

備考２ 

1.都内 2.出張 3.新規 4.フェア 

8.生協フェア 9.辞典 30.春季語

学書 その他（     ） 

 



白水社　2017年おすすめの本 ［ 2017年1月～11月のベスト30 ］

978-
4-560-

【語学書部門　BEST30】
08514-1 １位 フラ語入門、わかりやすいにもホドがある！（改訂版）清岡智比古 ¥1,600

08734-3 ２位 今日からはじめる台湾華語 樂大雅 ¥2,600

08704-6 ３位 新版　スペイン語の入門 瓜谷良平、瓜谷望 ¥2,300

00265-0 4位 《仏検》３・４級必須単語集 久松健一 ¥1,600

08746-6 5位 フランス語で話す 自分のこと 日本のこと 田中幸子、川合ジョルジェット ¥2,200

00492-0 ６位 必携ドイツ文法総まとめ 中島悠爾、平尾浩三、朝倉巧 ¥1,600

08614-8 ７位 初級ロシア語20課 桑野隆 ¥1,900

08755-8 8位 スペイン語検定対策5級・6級問題集［改訂版］ 青砥清一 ¥2,000

08753-4 9位 中級フランス語　時制の謎を解く 井元秀剛 ¥2,000

00627-6 10位 ニューエクスプレス ロシア語 黒田龍之助 ¥1,900

08752-7 11位 極める！　スペイン語の動詞ドリル 菅原昭江 ¥2,500

08754-1 12位 スペイン語検定対策4級問題集［改訂版］ 青砥清一 ¥2,100

08733-6 13位 ニーチェをドイツ語で読む 細見和之 ¥2,400

08745-9 14位 すてきなドイツ語 清水紀子 ¥1,800

08602-5 15位 スペイン語力養成ドリル2000題 加藤伸吾 ¥1,700

08744-2 16位 チャイ語入門　李先生の中国語ライブ授業 李軼倫 ¥2,400

00266-7 17位 《仏検》準１級・２級必須単語集 モーリス・ジャケ、久松健一 ¥2,200

08739-8 18位 対訳　フランス語で読む「レ・ミゼラブル」 稲垣直樹 ¥2,300

00648-1 19位 ニューエクスプレス ブラジル ポルトガル語 香川正子 ¥1,900

08740-4 20位 ニューエクスプレス　チベット語 星泉、ケルサン・タウワ ¥3,200

08758-9 21位 韓国語のしくみ《新版》 増田忠幸 ¥1,600

08656-8 22位 ドイツ語のしくみ《新版》 清野智昭 ¥1,300

08743-5 23位 独検対策2級問題集［改訂版］ 岡本順治、岡本時子 ¥2,300

08762-6 24位 中国語検定対策2級問題集［改訂版］ 伊藤祥雄 ¥2,400

04988-4 25位 外国語を身につけるための日本語レッスン 三森ゆりか ¥1,500

08750-3 26位 中国語検定対策3級問題集［改訂版］ 伊藤祥雄 ¥2,300

08509-7 27位 ニューエクスプレス　インドネシア語 降幡正志、原真由子 ¥2,800

08741-1 28位 仏検対策準1級・1級問題集［改訂版］ モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子 ¥3,200

08749-7 29位 韓国語単語練習帳　ハン検5級4級TOPIK初級 金京子、神農朋子 ¥2,300

08710-7 30位 極める！　スペイン語の接続法ドリル 菅原昭江 ¥2,400

注文数 在庫 　書　　名 著訳者名 本体価格

貴 書 店 印

小 社 記 入 欄 

カード 有 ・ 無 

条 件 1.普通 3.延勘（  か月） 

区分１ 1.普通 3.販売促進 

備考２ 

1.都内 2.出張 3.新規 4.フェア 

8.生協フェア 9.辞典 30.春季語

学書 その他（    ） 

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-24

TEL 03-3291-7811
FAX 03-3291-8448 
http://www.hakusuisha.co.jp/


