言語・文学
ことばの不思議の国 言語学の魅力がわかる本

〈叢書インテグラーレ 018〉
広島大学大学院総合科学研究科編
丸善出版

柴田美紀
（しばた・みき）
責任編集

言語学という不思議の国に魅せられた3人の英語教育の研究者でもある言語学者
たちが、自分たちの追い求める「白ウサギ」= 不思議を紹介。音声から学習、思
考にいたるまで、言語学・応用言語学への案内役となる一冊。

はじめての言語獲得 普遍文法に基づくアプローチ
杉崎鉱司
（すぎさき・こうじ）
著
岩波書店

幼児による言語知識（母語知識）の獲得に関する研究の入門書。普遍文法が母
語獲得を支える一要因として機能しているか否かを、さまざまな言語現象の獲得を
対象に検討する。各章末に練習問題も掲載。

言語
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎801 件名◎言語学 ■コ 153p
冊子版 978-4-621-30489-1 2020.01

*1031670289*
言語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎801 件名◎言語学 スハ 174p
冊子版 978-4-00-005839-1 2015.11

*1031004502*
認知言語学大事典

The Encyclopedia of Cognitive Linguistics

辻幸夫
（つじ・ゆきお）
編集主幹
朝倉書店

楠見孝
（くすみ・たかし）
編集

総論から、理論的枠組み、主要概念、理論的問題、学際領域まで、認知言語
学の各領域を網羅した全5章全63項目を論述。関連テーマを素描する52のコラム
も収録。日英対照の事項索引・人名索引等も掲載する。

話し手の意味の心理性と公共性 コミュニケーションの哲学へ
三木那由他
（みき・なゆた）
著
勁草書房

誰かが何かを意味するとはどういうことか ? グライス以来、話し手の意図を通して理
解されてきた「話し手の意味」を、聞き手との共同体において生じる公共的な現象
として捉え直し、コミュニケーションの新たな捉え方を提示。

言語
同時アクセス1 72,600円 + 税
同時アクセス3 145,200円 + 税
分類◎ R801 件名◎認知言語学－便覧
■ニ 847p
冊子版 978-4-254-51058-4 2019.10

*1031983425*
言語
同時アクセス1 15,290円 + 税
同時アクセス3 22,990円 + 税
分類◎801.01 件名◎言語哲学 ミハ
269,16p
冊子版 978-4-326-10278-5 2019.12

*1031533233*
ことばのデータサイエンス

言語

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎801.019 件名◎計量言語学 ココ
計量的な言語研究の入門書。言語学や文学が対象とするテキストから計量的に 166p
知見を引き出すための統計・データ分析について解説。図とかみ砕いた説明で、 冊子版 978-4-254-51063-8 2019.09
小林雄一郎
（こばやし・ゆういちろう）
著
朝倉書店

計量的な分析のイメージをつかむことができる。

*1032310382*
小児失語症の言語回復

ランドー・クレフナー症候群と自閉症の比較から

言語

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎801.04 件名◎言語発達 ホシ
191p
てんかん性失語症「ランドー・クレフナー症候群」を内言語と臨界期の観点から探究。 冊子版 978-4-7664-2639-7 2019.11
星浩司
（ほし・こうじ）
著
慶應義塾大学出版会

宮里恭子
（みやざと・きょうこ）
著

母語獲得の臨界期仮説、及び心と言語のモジュール性を証明する現象として注目
に値することを説き、発話を促すための医療的介入法を提案する。

この本を書いたのは誰だ? 統計で探る“ 文章の指紋 ”

*1031274487*
言語

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎801.6 件名◎文章 ムコ 203p
シェイクスピア、
「聖書」「源氏物語」など、数多く存在する書き手が疑わしい文章。 冊子版 978-4-585-29198-5 2020.03
村上征勝
（むらかみ・まさかつ）
著
勉誠出版

書き手を特定できるような文章の特徴 =「文章の指紋」をみつける様々な方法を紹
介し、著者が携わった日本語を対象とする事例を解説する。

*1031670261*
1

ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田元幸の意見100
柴田元幸
（しばた・もとゆき）
著
アルク

近現代の英米文学作品を、独自の視点で選び抜いて翻訳している著者が、翻訳
についての考え方や自身の翻訳手法について述べたとっておきの100の言葉を紹
介。本人による「ボケツッコミ」も収録する。

言語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎801.7 件名◎翻訳 シボ 238p
冊子版 978-4-7574-3394-6 2020.01
DL不可 EPUB

*1031875573*
学問としての翻訳 『季刊翻訳』
『 翻訳の世界』
とその時代
佐藤 =ロスベアグ・ナナ 著
みすず書房

忘れられた専門誌『季刊翻訳』、次いで思想界にひときわ輝きを放った『翻訳の世
界』。2誌の翻訳言説を追い、ポストモダンの知的地層を再発見。翻訳家・編集
者9人にもインタビュー。1970～90年代の光景を甦らせる。

言語
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎翻訳－歴史 サガ 205,11p
冊子版 978-4-622-08899-8 2020.04

*1032433695*
通訳というおしごと

言語

関根マイク
（せきね・まいく）
著
アルク

同時通訳、逐次通訳、ウィスパリング…。通訳とはどんな仕事なのか ? これからの
通訳者に求められるものとは ? 会議通訳者として第一線で活躍する著者が、「通訳
というおしごと」の魅力とサバイブするためのヒントを伝える。

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎801.7 件名◎通訳 セツ 339p
冊子版 978-4-7574-3397-7 2020.02
DL不可 EPUB

*1031875572*
話し方が上手くなる! 声まで良くなる!1日1分朗読

言語

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎809.4 件名◎朗読法 ウハ 233p
1日1分の朗読で「話し方」
も
「声」
もどんどん良くなる! フリーアナウンサー・魚住りえが、 冊子版 978-4-492-04662-3 2020.03
魚住りえ
（うおずみ・りえ）
著
東洋経済新報社

声の出し方、読み方、抑揚のつけ方、上達のコツからウラワザまで、朗読のメソッ
ドを伝授する。

*1031579413*
英語で学ぶ日本語学 The Japanese Language 1 日本語学

日本語

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎810 件名◎日本語 アエ 286p
全編英文による日本語学全般の概説書。文法、語彙はもちろん、
日本語史から、文字、 冊子版 978-4-254-51681-4 2019.06
Mark Irwin 著
朝倉書店

Matthew Zisk 著

方言、社会・政策との関わりまで、日本語に関する知識をバランスよく収録。英和
用語集、索引も掲載。

*1031873807*
平安時代における変体漢文の研究
田中草大
（たなか・そうた）
著
勉誠出版

日本で著述され、かつ、本来の中国語文には見られない和習を含んだ漢文、変体
漢文。平安時代の変体漢文の特性と言語的特徴を、同時代の諸文体との対照か
ら浮き彫りにし、日本語史のなかに定位する。

日本語
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎810.23 件名◎日本語－歴史 タヘ
378,7p
冊子版 978-4-585-29172-5 2019.02

*1031389246*
「やさしい日本語」表現事典

日本語

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ 件名◎日本語教育
（対外国人）イ
災害時の情報発信を目的に生まれ、日本で暮らす外国人など様々な立場の人と日本 ヤ 302p
社会とのバイパスとしての役割を担う「やさしい日本語」。その基礎を解説し、学校・ 冊子版 978-4-621-30512-6 2020.07
庵功雄
（いおり・いさお）
編著
丸善出版

志賀玲子
（しが・れいこ）
著

行政・くらしなどの場面を想定した会話例と文章例を紹介する。

*1032433761*
2

カジュアル日本語 英語・ベトナム語・ポルトガル 語訳付

日本語

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
友達や恋人と話すためのカジュアルな日本語を学ぶことができるテキスト。日本語 人）アカ 219p
学習者が間違えやすい学習項目を、イラストとともに解説する。会話例、問題も掲載。 冊子版 978-4-7574-3613-8 2020.03

あっきー著
アルク

英語・ポルトガル語・ベトナム語訳付き。

*1032290708*
日本語教育に生かす第二言語習得研究 改訂版
迫田久美子
（さこだ・くみこ）
著
アルク

「学習者の誤用はなぜ起こるのか」「外国語はどのように習得されるのか」 第二言
語習得の概略を、実際の誤用例や最近の研究結果などを数多くまじえてまとめる。
より広い領域の研究や情報などを新たに加えた改訂版。

日本語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
人）サニ 271p
冊子版 978-4-7574-3609-1 2020.03

*1031875552*
日本語教育よくわかる語彙
秋元美晴
（あきもと・みはる）
著
アルク

押尾和美
（おしお・かずみ）
著

日本語の語彙についての基本的な内容を取り上げ、時代に即したデータを示しなが
ら、わかりやすく説明する。練習問題や、自分で考えたり調べたりするための実践
タスクも掲載。

日本語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
人）■ニ 245p
冊子版 978-4-7574-3338-0 2019.06

*1031155871*
日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版

日本語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
日本語教育能力検定試験の膨大な出題範囲を、「子音を発音する仕組み」「バイ 人）オニ 243p
リンガル教育と多文化教育」「昭和前期までの日本語教育」など50項目に分けて 冊子版 978-4-7574-3337-3 2019.06
岡田英夫
（おかだ・ひでお）
著
アルク

解説。重要語句も紹介する。

*1031155881*
日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版

日本語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
日本語教育能力検定試験の膨大な出題範囲を、「子音を発音する仕組み」「バイ 人）オニ 243p
リンガル教育と多文化教育」「昭和前期までの日本語教育」など50項目に分けて 冊子版 978-4-7574-3337-3 2019.06
岡田英夫
（おかだ・ひでお）
著
アルク

解説。重要語句も紹介する。

DL不可 EPUB

*1031155885*
日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版

日本語

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
過去18年分の検定試験に出題された用語をデータ化し分析。「本当に必要」な用 人）■ニ 287p
語を選出し、
日本語教育の背景や理論の要点をわかりやすく解説する。知識をまとめ、 冊子版 978-4-7574-3336-6 2019.06

岩田一成
（いわた・かずなり）
著
アルク

大関浩美
（おおぜき・ひろみ）
著

弱点をつかむための「要点整理」や「チェック問題」も掲載。

*1031155870*
日本語教育能力検定試験合格するための本 2020年
アルク

日本語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税

「日本語教育能力検定試験」の受験者必携対策本の2020年版。豊富な問題演 分類◎ S810.7 件名◎日本語教育（対外
習に加え、日々変化する日本語教育界を紐解くための時事的な情報をまとめた特集 国人）■ニ 187p
記事やベテラン講師が解説する区分別の学習法、合格者の体験談など、合格に 冊子版 978-4-7574-3391-5 2020.01
向けて役立つ情報が満載です！

*1031875549*
3

日本語教育能力検定試験合格するための問題集 2019新版
アルク日本語編集部企画・編集
アルク

「日本語教師の登竜門」と言われる日本語教育能力検定試験は出題範囲が広く、
難しい試験。長年、検定対策セミナーなどを通し、試験の傾向と内容を常に分析
してきたアルクが贈る試験対策の決定版です。本書は各問題に詳しい解説が付い
ていますので、問題の背景や関連キーワードなども効率よく学習することができます。

シリーズ〈日本語の語彙〉 7 現代の語彙

日本語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ S810.7 件名◎日本語教育
（対外
国人）■ニ 175p
冊子版 978-4-7574-3351-9 2019.07

*1031155869*
日本語

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 24,420円 + 税
分類◎814.08 件名◎日本語－語彙 ■シ
日本語語彙の変遷を歴史的・地理的にたどる。7は、
「変貌する現代社会と語彙」
「メ 186,5p
ディアによる語彙の創造と広がり」「語彙の規範と改良」の3部に分けて、男女平 冊子版 978-4-254-51667-8 2019.04
飛田良文
（ひだ・よしふみ）
編集代表
朝倉書店

佐藤武義
（さとう・たけよし）
編集代表

等の時代における語彙の多彩なありようを描き出す。

*1031616184*
シリーズ〈日本語の語彙〉 1 語彙の原理

日本語

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 24,420円 + 税
分類◎814.08 件名◎日本語－語彙 ■シ
語彙研究の分野とその用語の定義を中心に扱い、先人の切り開いた語彙の沃野を 180,6p
展望。語彙の理論、構造、動態、変化、営為など、語彙と語に関わる諸分野・ 冊子版 978-4-254-51661-6 2019.10
飛田良文
（ひだ・よしふみ）
編集代表
朝倉書店

佐藤武義
（さとう・たけよし）
編集代表

諸方面の原理的な事柄を示す。

*1032433779*
意味の文法 〈早稲田大学学術叢書 055〉
上野義雄
（うえの・よしお）
著
早稲田大学出版部

AMG 理論を発展させた著者の集大成。日英語対照の観点から主語繰り上げ、
コントロール、数量詞、テンス、発話行為、モダリティなどの意味を分析する。
AMG 理論についても丁寧に解説。

日本語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎815 件名◎日本語－文法 ウイ
489p
冊子版 978-4-657-20701-2 2020.02

*1031629254*
大学一年生の文章作法 〈岩波テキストブックスα〉

日本語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎816 件名◎文章 ヤダ 177p
名文や美文ではなく、日常生活のツールとしての「分かる・伝わる」 文章が書ける 冊子版 978-4-00-028915-3 2014.12
山本幸司
（やまもと・こうじ）
著
岩波書店

ようになることに的を絞った授業実践の経験を踏まえ、作文技術の基本中の基本か
ら丁寧に解説する。作文で悩む人に役立つ文章表現の手引き。

*1031004530*
採用される作文・レポート・論文の書き方
大学生教員採用試験受験者必読 !

井出一雄
（いで・かずお）
編著
東洋館出版社

大学生に必要とされるレポート、論文の書き方から、教員採用試験の出題傾向をふ
まえた論文の書き方までを、例文を使った解説と書き込み式の演習で習得できるテ
キスト。論文等の作成に必要な思考力、判断力、表現力が身につく。

小論文これだけ! 短大・推薦入試から難関校受験まで 教育超基礎編

日本語
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎816.5 件名◎論文作法 イサ
191p
冊子版 978-4-491-03515-4 2018.04

*1032352973*
日本語

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎816.5 件名◎論文作法 ■シ
「小論文の神様」が書いた、究極の小論文参考書。教育系の学校を志望する学 222p
生向けに、教師に向く人のタイプから、教育系の小論文の特徴、小論文試験に 冊子版 978-4-492-04598-5 2016.08
樋口裕一
（ひぐち・ゆういち）
著
東洋経済新報社

大原理志
（おおはら・まさし）
著

必要な基礎知識までをやさしく解説する。

*1030884615*
4

小論文これだけ! 短大・推薦入試から難関校受験まで

模範解答経済・経営編
樋口裕一
（ひぐち・ゆういち）
著
東洋経済新報社

大原理志
（おおはら・まさし）
著

経済・経営系小論文でよく出る10のテーマを厳選し、典型的な課題を過去問題か
ら選んで、それぞれ3種類の「模範解答例」と、添削付きの「悪い解答例」を紹介。
小論文の書き方の基本も解説する。

小論文これだけ! 短大・推薦入試から難関校受験まで

国際・地域・観光・社会・メディア超基礎編
樋口裕一
（ひぐち・ゆういち）
著
東洋経済新報社

「小論文の神様」が書いた、究極の小論文参考書。国際系、地域系、観光系、
社会系、メディア系の学部・学科の志望者向けに、そのまま使える基礎知識から自
分で書くコツまでやさしく解説する。

完全攻略 ! 中検3級 8週間の学習プログラム

〈中国語検定試験で学ぶ中国語シリーズ 3〉

日本語
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎816.5 件名◎論文作法 ■シ
231p
冊子版 978-4-492-04658-6 2019.11

*1031137214*
日本語
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ 件名◎論文作法 ■シ 234p
冊子版 978-4-492-04672-2 2020.07

*1031983497*
中国語

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■カ
295p
中検3級の合格を目指しながら、さらに一歩上の中国語の実力を付けるための1冊！ 冊子版 978-4-7574-3612-1 2020.03

奥村佳代子
（おくむら・かよこ）
著
アルク

氷野善寛
（ひの・よしひろ）
著

そのために、過去の中検問題を徹底分析！ それを元に、「聞いて」「書いて」
の学習を徹底し、そして「分かる」よう構成してあります。本書の学習プログラムは、
「文法と単語の学習」を5週間 (35日)、「長文とリスニング学習」を3週間 (21日)。

中検2級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回

*1031875554*
中国語

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
2017年6月、11月、2018年3月に実施した問題とそれに対する解答と解説を収める。 146p
リスニング問題の音声を収録したCD-ROM 付き。解説に出題の狙いを示し, 巻末 冊子版 978-4-86398-314-4 2018.05
日本中国語検定協会編
白帝社

に試験の概要紹介と試験結果データを付す。

動画

*1030956584*
中検3級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回

中国語

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
2017年6月、11月、2018年3月実施試験3回分を収録。日本中国語検定協会によ 128p
る公式の解答と解説集。
冊子版 978-4-86398-313-7 2018.05
日本中国語検定協会編
白帝社

動画

*1030956583*
中検4級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回

中国語

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
2017年6月、11月、2018年3月実施試験3回分を収録。日本中国語検定協会によ 119p
る公式の解答と解説集。
冊子版 978-4-86398-312-0 2018.06
日本中国語検定協会編
白帝社

動画

*1030956582*
中検準1級・1級試験問題 解答と解説 2018年版
第92・93・94回

中国語

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
168p
2017年6月、11月、2018年3月に実施した問題とそれに対する解答と解説を収める。 冊子版 978-4-86398-315-1 2018.05

日本中国語検定協会編
白帝社

リスニング問題の音声を収録した CD-ROM 付き。解説に出題の狙いを示し、巻
末に試験の概要紹介と試験結果データを付す。

動画

*1030956580*
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中検準4級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回
日本中国語検定協会編
白帝社

2017年6月、11月、2018年3月実施の試験問題に、解答と詳しい解説を付した試
験問題解説集。リスニング問題を収録したCD 付き。書き込み式。

中国語
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ 79p
冊子版 978-4-86398-311-3 2018.06
動画

*1030956581*
HSK 成語用法 解釈・例文・練習

中国語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎824 件名◎中国語－熟語 ■エ
HSK5級・6級の113の成語の意味と用法を、例文を交えて解説。用法を理解でき 292p
るように誤用例を分析し、語句の並べ替え・日文中訳・中文日訳の練習問題も収録 冊子版 978-4-86398-298-7 2018.11
郭春貴
（かく・はるき）
編著
白帝社

郭久美子
（かく・くみこ）
編著

する。

*1030956574*
起きてから寝るまで中国語表現1000

1日の「体の動き」
「 心のつぶやき」
を全部中国語で言って会話力アップ !

顧蘭亭
（こ・らんてい）
執筆・解説
アルク

及川淳子
（おいかわ・じゅんこ）
執筆・解説

朝起きてから寝るまでの1日の生活シーンから、体の動き、心のつぶやき等を中国語
で表現。1000以上のフレーズを掲載するほか、各シーンの関連単語もイラストとと
もに紹介する。日中両語を収録したCD-ROM 付き。

ハングル能力検定試験3級直前模試 〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験3級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅な試
験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆記の
模擬試験をそれぞれ5回分収録。CD-ROM 付。書き込み式。

中国語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎827.8 件名◎中国語－会話 コオ
331p
冊子版 978-4-7574-3341-0 2019.06
動画

*1031155880*
中国語
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
281p
冊子版 978-4-86398-308-3 2018.09

*1030956578*
ハングル能力検定試験4級直前模試 〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験4級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅な試
験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆記の
模擬試験をそれぞれ5回分収録。CD-ROM 付。書き込み式。

中国語
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
230p
冊子版 978-4-86398-307-6 2018.09

*1030956577*
ハングル能力検定試験5級直前模試 〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験5級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅な試
験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆記の
模擬試験をそれぞれ5回分収録。本試験と同じ形式の実戦的な模擬試験、出題
内容の詳細な情報、豊富な合格資料を通して短期間で効率よく試験対策ができるよ
うに構成。

ハングル 能力検定試験準2級直前模試

〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験準2級級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅
な試験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆
記の模擬試験をそれぞれ5回分収録。
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中国語
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
201p
冊子版 978-4-86398-306-9 2018.12

*1030956576*
中国語
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
289p
冊子版 978-4-86398-309-0 2018.12

*1030956579*

韓国語ジャーナル 2020 ソン・シギョンすべての韓国語 LOVER へ

中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
『韓国語ジャーナル』が7年ぶりに復刊。旬の「ことば」と「カルチャー」をギュッ 分類◎ Q829.1 件名◎朝鮮語－雑誌 ■
とつめこみました！
「韓国」をキーワードに活躍している人々へのインタビューはもちろん、 カ 151p
SNS で使う韓国語フレーズなどイマドキな韓国語や多彩な韓国カルチャーを多角 冊子版 978-4-7574-3390-8 2020.01
アルク

的に伝えます。

動画

*1031477145*
韓国語上級への道 ―トレーニングノート―
前田 , 真彦
白帝社

※書籍版付録の CD-ROMは、付いておりません。 新聞やニュースを主材料に、
中級から上級へのレベルアップのためのトレーニングを12週分収録。各週、読解
／韓訳／短作文／語彙／ニュースディクテーションと「学習エッセイ」からなる。
韓国語能力試験高級・ハングル能力試験準2級以上の対策に最適。

キクタン韓国語 聞いて覚える韓国語単語帳 上級編

中国語
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-89174-896-8

2009

*1030956575*
中国語

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎朝鮮語－単語 ■キ 359p
チャンツに乗せて単語をスイスイ覚えられると大好評の「キクタン韓国語」シリーズ。 冊子版 978-4-7574-3399-1 2020.04
金京子
（きむ・きょんじゃ）
著
アルク

神農朋子
（しんのう・ともこ）
著

入門編、初級編、初中級編、中級編に続き【上級編】が登場！ハングル能力検
定協会が公表している『「ハングル」検定公式ガイド 新装版合格トウミ
【上級編】』
の語彙リストと過去6年分（12回分）の2級の過去問を徹底的に分析し、頻出単語・
表現をピックアップ。

絵でわかる韓国語のオノマトペ 表現が広がる擬声語・擬態語

動画

*1032290696*
中国語

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎829.14 件名◎朝鮮語－擬声語・
韓国語を話す上で欠かせない表現である「オノマトペ」を、関連するキーワードで 擬態語 シエ 150p
まとめ、イラスト付きで掲載。練習問題も満載した、初級レベルから上級レベルま 冊子版 978-4-560-08809-8 2019.03
辛昭静
（しん・そじょん）
著
白水社

で使えるテキスト。音声ダウンロードサービス付き。

*1031629273*
キクタンタイ語 聞いて覚えるタイ語単語帳 入門編

中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.364 件名◎タイ語－単語 ウ
タイ語を話したことのある多くの方は「カタカナで覚えたタイ語は通じない！」という キ 167p
経験をお持ちなのではないでしょうか。本書では、実際のタイ語の発音をイメージし 冊子版 978-4-7574-2495-1 2014.11
上原みどりこ
（うえはら・みどりこ）
著 日本語チーム編集
アルク

やすいように、声調を表す符号に独自の工夫を凝らしています。表記はローマ字を
採用。あいさつなどの基本表現や、場面に応じた使える単語も収録。

キクタンタイ語 聞いて覚えるタイ語単語帳 初級編

動画

*1031009588*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.364 件名◎タイ語－単語 ウ
朝起きてから寝るまでの日常生活における動作や心のつぶやき、描写表現によく使わ キ 178p
れる単語を独自に選んで収録。無理なくタイ語でのコミュニケーションを図る上で役 冊子版 978-4-7574-3098-3 2018.11
上原みどりこ
（うえはら・みどりこ）
著
アルク

に立つ単語が集められています。 タイ語の単語力増強を図りたい人、タイへの旅
行や留学を計画している人、仕事でタイ語を使う人にもお勧めの1冊です。

キクタンベトナム語 聞いて覚えるベトナム語単語帳 入門編

動画

*1031009589*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.374 件名◎ ベトナム語－単
ベトナム語を話したことのある多くの方は「会話集のカナ表記を読んでも通じない！」 語 ヨキ 163p
という経験をお持ちなのではないでしょうか。本書では実際のべトナム語の発音をイ 冊子版 978-4-7574-2417-3 2014.01
吉本康子
（よしもと・やすこ）
著
アルク

今田ひとみ
（いまだ・ひとみ）
著

メージしやすいよう、声調を表す符号やカナ表記に独自の工夫を凝らしています。
日常会話でよく使うあいさつ・依頼・要求などの基本的な表現や、単語を厳選収録
しました。

動画

*1031009590*
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キクタンベトナム語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.3778 件名◎ベトナム語－会
本書は「べトナムに旅行に行くのは今回が3度目。カタコトじゃないべトナム語をしゃべっ 話 ヨキ 159p
てみたい」「初のべトナム出張。仕事関係の決まり文句とか知っておきたい」など、 冊子版 978-4-7574-2691-7 2016.01
吉本康子
（よしもと・やすこ）
著
アルク

今田ひとみ
（いまだ・ひとみ）
著

単語やフレーズのみでのコミュニケーションに+αを必要とする人を想定して作りました。
旅行の際の豆知識や、ベトナムの生活習慣などについても紹介しています。

キクタンインドネシア語 聞いて覚えるインドネシア語単語帳 入門編

動画

*1031009591*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.424 件名◎インドネシア語－
インドネシア語は、文法もとても簡単。時制や単複の別による動詞の活用も、ヨーロッ 単語 アキ 175p
パの言語に見られるような文法的な性別などもありません。単語を正しい順番に組み 冊子版 978-4-7574-2614-6 2015.01
阿良田麻里子
（あらた・まりこ）
著 日本語チーム編集
アルク

立てるだけでいいのです。前半の「場面活用編」では、単語を組み立てるだけで
使える基本的な文型を押さえながら、場面ごとに使える単語や例文を収録しています。

シベ 語のモダリティの研究
児倉徳和
（こぐら・のりかず）
著
勉誠出版

満洲語の一変種として知られる、中国・新疆ウイグル自治区で話されるシベ 語。
シベの人々の頭の中で、情報や知識はどのように処理されているのか。フィールドワー
クをもとに、シベの人々の思考とシベ 語の文法システムを探る。

動画

*1031009592*
中国語
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎829.53 件名◎シベ 語 コシ 452p
冊子版 978-4-585-28039-2 2018.03

*1032019485*
サハ 語文法 統語的派生と言語類型論的特異性

中国語

同時アクセス1 26,950円 + 税
同時アクセス3 37,730円 + 税
分類◎829.575 件名◎ヤクート語－文法
日本の真北にある東シベリアで話されているチュルク系言語であるサハ語。長年 エサ 249p
のフィールド調査による記述研究から、一見すると複雑なサハ語の形態音韻交替 冊子版 978-4-585-28049-1 2020.03
江畑冬生
（えばた・ふゆき）
著
勉誠出版

や形態統語法を言語研究一般へも資する形で整理する。

*1031814476*
中国語の教室 【音声付】
張, 勤
白帝社

短い会話文と簡易な文章を配し、表現と読解の両方から文法強化をはかる。文法
項目は基本文法を厳選し、構造と使い方を日本語と対比しながら分かりやすく説明。
更に簡潔な例文を豊富に附し理解度を深める。練習は音読に力を入れるほか、検
定試験形式に慣れる問題も配置。web 学習をサポートするコンテンツを用意。

中国語中級作文 改訂版
程 , 美珍
白帝社

全25 課 + 総合練習1 ～ 6 。補語といくつかの特殊文型に重点を置き、基本的か
つ重要な文法表現を習得できるよう、可能な限り多様で到達度の高い練習問題を
用意した。改訂にあたり、説明に若干の手直しと補充を加え、練習問題に新しい
単語や言い方を取り入れた。巻末に中国語の基本構造と中国語の品詞一覧を付し
た。

英語は書いて身につける いちばんやさしいディクテーションの本
岩村圭南
（いわむら・けいなん）
共著 ブレーブン・スマイリー共著
アルク

書き取り＆音読で英語力がぐんぐん伸びる
！いちばんやさしいディクテーションの本。
自分の弱点発見と克服に効果的な「ディクテーション」と、スピーキング力アップ
に欠かせない「音読」。本書は、この2つの練習の組み合わせで日常会話表現を
マスターする、新しいタイプのワークブックです。
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中国語
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86398-140-9

2014

動画

*1030956568*
中国語
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86398-104-1

2013

*1030956572*
英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎830 件名◎英語 イエ 151p
冊子版 978-4-7574-3352-6 2019.07

*1031155868*

桂三輝の英語落語 世界15カ国で大絶賛の極上エンターテインメント

英語

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎830 件名◎英語 カカ 151p
「寿限無」「動物園」 …。英語ネイティブでプロ噺家の桂三輝の英語落語5題を 冊子版 978-4-7574-3607-7 2020.03
桂三輝
（かつら・さんしゃいん）
演
アルク

松岡昇
（まつおか・のぼる）
英語表現解説

日本語訳と共に収録。落語で学べる英語表現も解説。音声がダウンロードできるコー
ド付き。『ENGLISH JOURNAL』連載をもとに書籍化。

DL不可 EPUB

*1031875585*
伝わる短い英語 アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア政府公認
浅井満知子
（あさい・まちこ）
著
東洋経済新報社

高校1年生レベルの英単語や文法で、簡潔で品格ある英語が使える! 「速く」「効
率的で」「理解しやすい」英語を話す・書くためのコツを紹介する。コラム、単語
の書き換えリストなども収録。

英語
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎830 件名◎英語 アツ 202p
冊子版 978-4-492-04656-2 2020.04

*1031439222*
英語の品格 実践編

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎830.4 件名◎英語 カエ 159p
中級以上の英語学習者に向けた例文中心の実践的な参考書。達成したい目的・ 冊子版 978-4-7574-3627-5 2020.04

ロッシェル・カップ著
アルク

大野和基
（おおの・かずもと）
著

シチュエーション別に、丁寧で品格のある英語表現を、初級、中級、上級の3つ
のレベルに分けて紹介。MP3音声のダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1031875576*
「使える英語」はなぜ身につかないか 英語4技能の文化的なハードル

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎830.7 件名◎英語教育 ■ツ
「使える英語」はどうすれば身につくのか。アメリカの学校に子どもを通わせた3人が、 185p
アメリカの英語教育の実際を紹介。文化的背景の違いに折り合いながら英語で適 冊子版 978-4-7608-2847-0 2020.03
尾見康博
（おみ・やすひろ）
著
金子書房

島津由以子
（しまず・ゆいこ）
著

切に自己表現や批判的思考をする方法を探る。

DL不可 EPUB

*1031875598*
ジェンダーと英語教育 学際的アプローチ
石川有香
（いしかわ・ゆか）
編著
大学教育出版

男女共同参画社会を目指す中で、英語教育はどのように貢献できるか。日本の英
語教育におけるジェンダーの扱われ方を、教育学・教育史・コーパス・心理学・メディ
ア批評の研究者らが、教科書分析の観点から考察する。

英語
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ 件名◎英語教育 イジ 258p
冊子版 978-4-86692-081-8 2020.03

*1031853781*
TOEIC L＆RテストPart 5語彙問題だけ555

〈TTT 速習シリーズ〉

勝山庸子
（かつやま・ようこ）
著
アルク

小林佳奈子
（こばやし・かなこ）
著

TOEIC® L&RテストPart 5のほぼ半分を占める「語彙問題」を攻略するための
実践トレーニング本。語彙問題だけ555問を徹底演習するため、コンパクトな1冊
にギュっとまとめました。これ1冊でTOEIC 約40回分の語彙問題に取り組めます。
選択肢として使用した語彙は、日本と韓国で発売されているETS 公式問題の英文
素材で使われた語彙から厳選。

TOEIC L＆RテストPart7を全部読んでスコアを稼ぐ本

英語
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎英語 ■ト 253p
冊子版 978-4-7574-3603-9 2020.04

*1031875560*
英語

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 イト 263p
TOEIC 指導歴15年、800人以上のスコアアップに貢献してきた講師の結論――ス 冊子版 978-4-7574-3616-9 2020.04

岩重理香
（いわしげ・りか）
著
アルク

ラッシュリーディングで「一直線に」 読めば時間内に全問解ける
！Part 7は読めれ
ば解ける問題がほとんど。この本で、全部読める力を付けて、スコアをどんどん稼
ぎましょう
！

*1031875561*
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TOEIC L＆Rテストリスニングゼロからスコアが稼げるドリル
高橋恭子
（たかはし・きょうこ）
著
アルク

TOEIC L&Rテストの Part 2の頻出問題形式別に、解法テクニックを確認後、
やさしく徐々にレベルアップするドリルをひたすら解くことで、正解 パターンが体に染
み込み、挫折することなく実力を養うことができます。ドリル（延べ485問）には、
TOEICに出題される単語と、頻出の音変化を取り入れているので、語彙力やリス
ニング力の向上も期待できます。

TOEIC L＆Rテスト究極の模試600問 +

英語
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 タト 167p
冊子版 978-4-7574-3343-4 2019.07

*1031155874*
英語

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒト 382p
TOEIC L&Rテスト研究の第一人者ヒロ前田氏が、そのノウハウのすべてを注ぎ 冊子版 978-4-7574-3396-0 2020.03

ヒロ前田
（ひろ まえだ）
著
アルク

込んだ1冊！公式教材や公開テストを研究し、使用語彙、トピック、難易度、問題タ
イプのバランスなどを調整して、200問ずつのセットを一から作成した模試です。リ
アルな模試3本と詳細な解説であらゆるレベルに対応。

TOEICスピーキングテスト究極のゼミ

*1031875555*
英語

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 トト 319p
L&R で860点以上のハイスコアを持っていても、ろくにしゃべれない、英会話になる 冊子版 978-4-7574-3398-4 2020.02

冨田三穂
（とみた・みほ）
著 ヒロ前田
（ひろ まえだ）
監修
アルク

とおろおろしてしまう、という人も少なくないはず。本書はそんなあなたの悩みを確実
に解決します。本書でスピーキングテスト対策をするうちに、本物のスピーキング
力が短期間でしっかり身につけることが可能です。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 500

*1031875559*
英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎英語 ヒキ 264p
TOEIC(R) L&Rテストは、初受験者から満点の990点を取る超上級者まで、同じ 冊子版 978-4-7574-3640-4 2020.06

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

内容の試験を受けることが、大きな特徴です。本書では、初受験でも語彙でつまず
かないよう語彙レベルに関係なく、試験に「毎回のように登場する」448語を厳選
しました。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 600

DL不可 EPUB

*1032290707*
英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 356p
音声を聞くだけで英単語を覚えられる単語集「キクタンTOEIC」では、チャンツ 冊子版 978-4-7574-3600-8 2020.03

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

に合わせて耳から英単語が学べます。チャンツ音声は米英2カ国発音で、センテ
ンス音声は米英加豪の4カ国発音で収録。1回の学習語彙が16語に設定されてい
るので、1日最低2分から学習に取り組めます。本書は TOEICスコア600点レベル
を収録。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 800

DL不可 EPUB

*1031875580*
英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 356p
音声を聞くだけで英単語を覚えられる単語集「キクタンTOEIC」では、チャンツ 冊子版 978-4-7574-3601-5 2020.03

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

に合わせて耳から英単語が学べます。チャンツ音声は米英2カ国発音で、センテ
ンス音声は米英加豪の4カ国発音で収録。1回の学習語彙が16語に設定されてい
るので、1日最低2分から学習に取り組めます。本書は TOEICスコア800点レベル
を収録。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 990

DL不可 EPUB

*1031875581*
英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 352p
音声を聞くだけで英単語を覚えられる単語集「キクタンTOEIC」では、チャンツ 冊子版 978-4-7574-3602-2 2020.03

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

に合わせて耳から英単語が学べます。チャンツ音声は米英2カ国発音で、センテ
ンス音声は米英加豪の4カ国発音で収録。1回の学習語彙が16語に設定されてい
るので、1日最低2分から学習に取り組めます。本書は TOEICスコア990点レベル
を収録。
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DL不可 EPUB

*1031875582*

キクタンキッズ 見て聞いて覚える英単語帳 中級編
児童英検シルバーレベル

アルク

英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ K830.79 件名◎英語 ■キ 119p
冊子版 978-4-7574-1606-2 2009.09
動画

*1031155878*
キクタンキッズ 見て聞いて覚える英単語帳 上級編
児童英検ゴールドレベル

アルク

英語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ K830.79 件名◎英語 ■キ 131p
冊子版 978-4-7574-1883-7 2010.07
動画

*1031155879*
キクタンキッズ 初級編 ( 児童英検ブロンズレベル ) ―見て
聞いて覚える英単語帳―【音声付】
アルク

ベストセラーシリーズ「キクタン」に、キッズ向けが誕生！ イラストを見ながら、音
楽のリズムにのせて英単語を覚える「チャンツ学習」で、単語を楽しく覚えること
ができます。アルクが厳選した12歳までに身につけておきたい語彙「アルク児童語
彙2000」を中心に、子どもに身近で基本的な英単語をピックアップしました。

キクタン英検1級ワークブック 書いて覚える!
一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

本 書 は、 大 好 評「 キ クタン 」 シリーズ の「 読 む 」「 聞く」 学 習 に、「 書
く」 学 習をプラスしたワークブックです。 英 検 1 級 最 頻 出の 単 語・熟 語 800
を50日間 で マ スターできるよう設 計されています。 単 熟 語を書 いて練 習しま
す。「 書く」 ことでうろ覚えや ス ペ ルミスをなくし、 定 着 率もアップします。

キクタン英検2級ワークブック 書いて覚える!
一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

「キクタン」シリーズの英検対策に書き込み式ワークブックが登場！ 2級最頻出の
単語・熟語800を50日間でマスターします。「書く」が加わったキクタンは、ライティ
ング力までしっかりきたえます。英検2級に頻出する800の単語・熟語を、6つのジャ
ンルに分けて学習します。

はじめての TOEIC S＆Wテスト完全攻略
横川綾子
（よこがわ・あやこ）
著
アルク

TOEICスピーキング／ライティングテストに初めて挑戦する人、問題形式や基礎
的な対策を知りたいという人に最適な入門書。時間配分、困った時の切り抜け方、
鉄板テンプレート、戦略的メモ 取り法、などなど、最短時間で最大の効果を上げ
るすぐ役立つ受験ノウハウを満載。本番さながらの「誌上模擬試験1回」「オンラ
イン模擬試験1回」も付いています！

完全攻略 ! 英検1級
中西哲彦
（なかにし・てつひこ）
著
アルク

これ一冊でOK！ 一次・二次試験、単語・句動詞を完全攻略！「英検」1級対策
の決定版。パート別実践トレーニングと毎日の基礎トレーニング、さらに模擬試験を
まるごと1回分収録。また1級の最初の関門である単語・句動詞も大容量掲載。こ
れ1冊で一次試験、二次試験とも自信を持って臨めます！

英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7574-1588-1

2009

動画

*1031155877*
英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 231p
冊子版 978-4-7574-3393-9 2020.01

*1031875550*
英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 231p
冊子版 978-4-7574-3619-0 2020.04

*1031875551*
英語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヨハ 239p
冊子版 978-4-7574-3611-4 2020.03

*1031875562*
英語
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎英語 ナカ 199p
冊子版 978-4-7574-3620-6 2020.04

*1031875566*
11

VOA ニュースフラッシュ 米国発、生のニュースをリスニング !
2020年度版

アルク

VOA は米国政府が運営するマルチメディア放送で、世界各地域のニュースを広
範にカバー。2019年に放送されたVOA のニュース50本を日本語訳とともに掲載。
音声ダウンロードサービス付き。

英語
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎831.1 件名◎英語－発音 ■ヴ■
■■ブ 263p
冊子版 978-4-7574-3605-3 2020.03
動画

*1031875569*
日英・慣用句の文化事典

英語

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ R833.2 件名◎英語－辞典
（和英）
日常よく使われる日本語慣用句を600以上取り上げ、由来や語義とその英語表現を ヤニ 327p
エピソードも盛り込みながら解説。実際の英会話でも活用できるよう英語例文も豊富 冊子版 978-4-621-30417-4 2019.09
山田雅重
（やまだ・まさしげ）
著
丸善出版

亀田尚己
（かめだ・なおき）
編集協力

に掲載する。異文化理解にも役立つユニークな事典。

*1031274456*
イメージでわかる・使える英単語 前置詞編

日本人の弱点、前置詞をコアイメージで攻略 ! 〈アルクライブラリー〉

英語

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 タイ
191p
それぞれの前置詞が持つ本来の意味と働きをコアイメージでおさえ、意味の展開と 冊子版 978-4-7574-3340-3 2019.06
田中茂範
（たなか・しげのり）
著
アルク

他の前置詞との相互関係を視覚的にとらえるテキスト。動詞イディオム集も収録。
全例文ダウンロード音声付き。

イメージでわかる・使える英単語 動詞編

動詞のコアイメージをがっちりつかむ! 〈アルクライブラリー〉

田中茂範
（たなか・しげのり）
著
アルク

21の基本動詞の意味と使い方をコアイメージでがっちりつかみ、コアイメージを中
心に287の具体的な動詞を覚え、自らの力で選べるようになるテキスト。全例文ダウ
ンロード音声付き。

キクタン
〈Advanced〉6000語レベル 聞いて覚えるコーパス
英単語

*1031155872*
英語
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 タイ
189p
冊子版 978-4-7574-3339-7 2019.06

*1031155873*
英語

改訂第2版 〈英語の超人になる! アルク学参シリーズ〉

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
アルク
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
チャンツ音楽のリズムに乗りながら楽しく単語を学べる、人気の「キクタン」シリー 355p
ズが改訂されました。最新の大学入試問題、コーパスデータの分析を基に見出し 冊子版 978-4-7574-3348-9 2019.09

語を再選定し、頻出語準に並び替えて収録。センテンスやフレーズもリニューアル
しました。難関大学突破に必須の4000～6000語レベルの単語力を無理なく身につ
けられます。

EPUB

キクタン
〈Basic〉4000語レベル 聞いて覚えるコーパス英単語

英語

タの分析を基に見出し語を再選定し、頻出語準に並び替えて収録しました。センテ
ンスやフレーズもリニューアル。「実用で使える
！」語彙集の決定版です。

EPUB

*1031009595*

改訂第2版 〈英語の超人になる! アルク学参シリーズ〉

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
アルク
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
チャンツ音楽のリズムに乗りながら楽しく単語を学べる、人気の「キクタン」シリー 379p
ズが改訂されました。収録語彙は1200語に増え、最新の大学入試問題、
コーパスデー 冊子版 978-4-7574-3347-2 2019.09

キクタン
〈Super〉12000語レベル 聞いて覚えるコーパス英単
語

*1031009594*
英語

改訂第2版 〈英語の超人になる! アルク学参シリーズ〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
アルク
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
チャンツ音楽のリズムに乗りながら楽しく単語を学べる、人気の「キクタン」シリー 355p
ズが改訂されました。最新の大学入試問題、コーパスデータの分析を基に見出し 冊子版 978-4-7574-3349-6 2019.09

12

語を再選定し、頻出語準に並び替えて収録。センテンスやフレーズもリニューアル
しました。超難関大学突破、ネイティブ 並みの単語力の獲得を目標とする人にお薦
めの1冊です。

EPUB

*1031009596*

キクタン小学生 聞いて文で覚える英単語帳 1
英語で言える自分のこと

アルクキッズ 英語編集部企画・編集
（Quiz）
アルク

宮下いづみ
（みやした・いずみ）単語監修・問題作成

英語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
120p
冊子版 978-4-7574-2030-4 2011.10
動画

*1031155875*
キクタン小学生 聞いて文で覚える英単語帳 2 英語で広がる世界

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
126p
家族や友人など身近な人を紹介したり、行きたい国や将来の夢を伝えたりする際に 冊子版 978-4-7574-2064-9 2012.01

アルクキッズ 英語編集部企画・編集
（Let's Try、Quiz）
アルク

宮下いづみ
（みやした・いずみ）単語監修・問題作成

使う単語をセレクト。CDには例文も収録。シンプルな文を繰り返し耳にし、口にす
ることで、英語が自然に口をついて出るようにしています。書き込み式。

究極の英単語プレミアム Vol.1 新装版

動画

*1031155876*
英語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 ムキ
長年米国で、アカデミズム、マスメディアの世界に身を置いてきた著者が、極上 286p
の1000語を厳選。上級者でもなかなか知らない語彙を、格調高い例文と共に紹介。 冊子版 978-4-7574-3622-0 2020.04
向江龍治
（むかえ・りゅうじ）
著
アルク

スマホで音声ダウンロード＆再生ができるQRコード付。

動画

*1031875570*
究極の英単語プレミアム Vol.2

英語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 ムキ
長年米国でアカデミズム、マスメディアの世界に身を置いてきた著者が、至高の 280p
1000語を厳選。知識人が使う高度な語彙を、一流メディアの英文 ベースの例文と 冊子版 978-4-7574-3623-7 2020.04

向江龍治
（むかえ・りゅうじ）
著
アルク

共に紹介。スマホで音声ダウンロード＆再生ができるQRコード付。

動画

*1031875571*
英文法のトリセツ 英語負け組を救う丁寧な取扱説明書

じっくり基礎編

新装版

英語

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎835 件名◎英語－文法 アエ
320p
英語の負け組は、初歩の初歩の英文法でつまずいてしまった人間。高校・大学レ 冊子版 978-4-7574-3346-5 2019.07

阿川イチロヲ
（あがわ・いちろお）
著
アルク

ベルの英語でのつまずきの原因も初歩の初歩の部分をいい加減に済ませているとこ
ろにある。英文法の基礎を難しい文法用語は使わずに解説する。

英文法のトリセツ 英語負け組を救う丁寧な取扱説明書

じっくり基礎編

新装版

*1031155882*
英語

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎835 件名◎英語－文法 アエ
320p
英語の負け組は、初歩の初歩の英文法でつまずいてしまった人間。高校・大学レ 冊子版 978-4-7574-3346-5 2019.07

阿川イチロヲ
（あがわ・いちろお）
著
アルク

ベルの英語でのつまずきの原因も初歩の初歩の部分をいい加減に済ませているとこ
ろにある。英文法の基礎を難しい文法用語は使わずに解説する。

語順が決め手 ! 鬼の英文組み立てトレーニング

通じる英語は語順が命 !
高山芳樹
（たかやま・よしき）
著
アルク

「頭に浮かんだ日本語の文をその語順のまま英語に訳して話す癖」からの脱却を図
り、通じる英語の土台を固める。さまざまなトレーニング・メニューをこなすことで、
自然な速さで英文を正しく組み立てる力を身につける。

DL不可 EPUB

*1031155886*
英語
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎835 件名◎英語－文法 タゴ
247p
冊子版 978-4-7574-3629-9 2020.04

*1031875567*
13

正しく書いて読むための英文法用語事典
畠山雄二
（はたけやま・ゆうじ）
編
朝倉書店

縄田裕幸
（なわた・ひろゆき）
ほか著

品詞から修飾、文のつなぎとレトリック、語形成とパンクチュエーションまで、英文
法用語を1項目見開き2ページで明快に解説。英文法の用語の本質に迫り、文法
用語の誤解をときながら、英語の本当の姿に迫る。

英語
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎835 件名◎英語－文法 ■タ
318p
冊子版 978-4-254-51062-1 2019.09

*1032433778*
ネイティブ英文法 1 時制と相

英語

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎835.08 件名◎英語－文法 ■ネ
英語ネイティブが母語をどう見て、どう感じ、どう分析しているのかを、最新の研究 186p
成果をふまえて解説。1は、時制（テンス）と相（アスペクト）をとりあげ、豊富な 冊子版 978-4-254-51671-5 2018.12
畠山雄二
（はたけやま・ゆうじ）
編集委員長
朝倉書店

本田謙介
（ほんだ・けんすけ）
編集幹事

例文でわかりやすく解説する。

*1031340558*
ネイティブ英文法 2 破格の構造
畠山雄二
（はたけやま・ゆうじ）
編集委員長
朝倉書店

本田謙介
（ほんだ・けんすけ）
編集幹事

英語ネイティブが母語をどう見て、どう感じ、どう分析しているのかを、最新の研究
成果をふまえて解説。2は、学校や参考書では学ばないが、ネイティブが日常生活
でよく使う表現や文法の「破格の構造」をわかりやすく解説する。

英語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎835.08 件名◎英語－文法 ■ネ
176p
冊子版 978-4-254-51672-2 2018.12

*1031340559*
3つの基本 ルール +αで英語の冠詞はここまで簡単になる

ネイティブ精選192問どんどん解いて身に付ける 〈アルクライブラリー〉
ジェームス・M. バーダマン著 アルク出版編集部編集
アルク

本書では冠詞の規則を、「3つの大ルール」と名詞グループ 別の「応用ルール」
に大胆に絞り込み。実用に役立つ知識を重点的に、反復練習していきます。

ネイティブ感覚基本動詞使い分けブック see?look at?それと

英語
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎835.28 件名◎英語－冠詞 バミ
191p
冊子版 978-4-7574-3311-3 2019.01

*1031875547*
英語

もwatch? もっと通じる英語のための必修210語 〈アルクライブラリー〉

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
ルース・ファロン著
分類◎835.5 件名◎英語－動詞 フネ
アルク
207p
日本人が苦手な英語の基本動詞210個の使い分けが身につく!「見る」「議論する」 冊子版 978-4-7574-3344-1 2019.07

「笑う」など、日本語の動詞と、該当する英語の動詞をとりあげ、クイズと例文で
その使い分けを教える。復習クイズも掲載。

ネイティブ感覚基本動詞使い分けブック see?look at?それと

*1031155883*
英語

もwatch? もっと通じる英語のための必修210語 〈アルクライブラリー〉

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
ルース・ファロン著
分類◎835.5 件名◎英語－動詞 フネ
アルク
207p
日本人が苦手な英語の基本動詞210個の使い分けが身につく!「見る」「議論する」 冊子版 978-4-7574-3344-1 2019.07

「笑う」など、日本語の動詞と、該当する英語の動詞をとりあげ、クイズと例文で
その使い分けを教える。復習クイズも掲載。

最新英語論文によく使う表現 基本編

DL不可 EPUB

*1031155887*
英語

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎836.5 件名◎英語－作文 ササ
人文・社会科学から自然科学まで、多分野に応用可能な約980の文例を厳選収録 251p
した、論文を書く際に使える英語表現事典。よく使う表現を機能別に分け、趣旨を 冊子版 978-4-422-81086-7 2017.07
崎村耕二
（さきむら・こうじ）
著
創元社

各項目の冒頭で解説する。表題のつけ方、チェックリスト等も掲載。

DL不可 EPUB

*1031553444*
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最新英語論文によく使う表現 発展編
崎村耕二
（さきむら・こうじ）
著
創元社

論文を書く際に使える英語表現事典の発展編。論理表現、推論表現、修辞的表
現など、高度な論述を可能にする文例・学術表現を機能別に分類し、用例や注釈
とともに提示する。用例で引用した文献、日本語と英語の索引も掲載。

英語
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎836.5 件名◎英語－作文 ササ
183p
冊子版 978-4-422-81087-4 2019.07
DL不可 EPUB

*1031553445*
ハリウッドスターの英語 5

〈Selection from ENGLISH JOURNAL〉
アルク

キアヌ・リーブス、ジョニー・デップ…。『ENGLISH JOURNAL』に掲載されたハ
リウッド俳優のインタビュー9本の、英文トランスクリプト、対訳、語注、用語解説
等を掲載。MP3音声のダウンロードサービス付き。

英語
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎837.5 件名◎英語－解釈 ■ ハ
207p
冊子版 978-4-7574-3604-6 2020.03
DL不可 EPUB

*1032290703*
英語で理解する未完の資本主義

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎837.7 件名◎英語－読本 ■エ
「未完の資本主義」（PHP 新書）に掲載されたインタビューの重要箇所の英語ス 195p
クリプトと対訳を掲載し、音声とともに英語学習向けにアレンジ。7人の巨人たちの 冊子版 978-4-7574-3626-8 2020.04
大野和基
（おおの・かずもと）
インタビュー
アルク

提言を英語で聞く。音声 DL＆再生ができるQRコード付き。

DL不可 EPUB

*1031875586*
起きてから寝るまで子育て英語表現1000

英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎英語－会話 カオ 288p
子どもと一緒に英語を楽しむ本。朝起きてから夜寝るまで、親子の日常生活を9シー 冊子版 978-4-7574-3630-5 2020.05

春日聡子
（かすが・さとこ）
執筆・解説
アルク

吉田研作
（よしだ・けんさく）
監修

ンに分け、単語、動作表現、つぶやき表現、入れ替え表現、会話 サンプル等を
掲載。MP3音声のダウンロードサービス付き。書き込みページあり。

DL不可 EPUB

*1032290705*
キクタンドイツ語 聞いて覚えるドイツ語単語帳 初級編
独検4級レベル

ドイツ語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎844 件名◎ドイツ語－単語 オキ
147p
ドイツ語初級者が学ぶ448語を収録、1日8語×8週間学ぶことにより、無理なく楽し 冊子版 978-4-7574-2071-7 2012.01
岡村りら
（おかむら・りら）
著
アルク

く単語力をパワーアップできます。 本書ではアクセントの置かれる母音に色を付け、
一目で分かるようにしました。視覚から自然なアクセントを身につけることができます。

キクタンドイツ語 聞いて覚えるドイツ語単語帳 初中級編
独検3級レベル

櫻井麻美
（さくらい・まみ）
著
アルク

独検3級レベルの語彙に加え「ヨーロッパ 言語共通参照枠 (CEFR)」の A2～ B1
レベルに相当する単語や熟語を選んで収録。本書は日常的な単語に加え、抽象
的な概念を表す単語なども収録しており、ドイツ語の表現の幅を広げたい人に役立
つ1冊です。

キクタンドイツ語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

動画

*1031009576*
ドイツ語
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎844 件名◎ドイツ語－単語 ■キ
179p
冊子版 978-4-7574-3350-2 2019.07

*1031009577*
ドイツ語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎ドイツ語－会話 サキ 152p
ドイツ語が初めての方でも、勉強を始めたばかりの方でも、実際の場面で少しでもド 冊子版 978-4-7574-3643-5 2020.07
櫻井麻美
（さくらい・まみ）
著
アルク

バイヤー= 田口 ディアナ
（ばいやー たぐち・でぃあな）
編集協力

イツ語でやり取りできるようにと作った会話集です。文法の学習進度に沿って例文が
登場する教科書とは違い、旅先や出張先でよくある場面ごとにフレーズをまとめました。

動画

*1032290697*
15

キクタンフランス語 聞いて覚えるフランス語単語帳 初級編
仏検4級レベル

フランス語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
大阪市立大学フランス語教材研究会編著
分類◎854 件名◎フランス語－単語 ■
アルク
キ 167p
仏検4級出題レベルの単語や、日常会話でよく使う語彙から精選された512語を収 冊子版 978-4-7574-2218-6 2012.07

録。1日8語×約9週間学ぶことにより、無理なく楽しく単語力をパワーアップできます。
「フランス語プチ文法」「動詞活用表」など、役に立つ付録も収録。フランス語
の語彙力アップを狙う人にとって他にはない1冊であるということがいえるです。

キクタンフランス語 聞いて覚えるフランス語単語帳 初中級編

動画

*1031009578*
フランス語

仏検3級レベル

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
大阪市立大学フランス語教材研究会編著
分類◎854 件名◎フランス語－単語 ■
アルク
キ 199p
仏検3級レベルの単語や、日常会話でよく使う語彙から精選された624語（フレーズ） 冊子版 978-4-7574-2293-3 2013.08

を掲載しています。1日8語×約11週間学ぶことにより、無理なく楽しく単語力をパワー
アップできます。「フランス語プチ文法」「動詞活用表」など役に立つ付録も収録。

15日間フランス文法おさらい帳 改訂版
中村敦子
（なかむら・あつこ）
著
白水社

「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。

動画

*1031009579*
フランス語
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎855 件名◎フランス語－文法 ナジ
163p
冊子版 978-4-560-08835-7 2019.05

*1031986333*
キクタンフランス語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

フランス語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎857.8 件名◎フランス語－会話 フ
フランス語の会話力の養成に狙いを定めた「会話編」が登場。フランス語をある キ 159p
程度学んだ方、フランス語に初めて触れるという方にもおすすめ。フランス語の音 冊子版 978-4-7574-2855-3 2016.12
福島祥行
（ふくしま・よしゆき）
著
アルク

について簡単な輪郭を身に付けた後、初級文法の主な項目を扱って、旅行によくあ
るシチュエーション別の会話例や、日常的会話例に挑戦します。

フランス語で話す自分のこと日本のこと

動画

*1031009580*
フランス語

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎857.8 件名◎フランス語－会話 タ
フランス語で「自分のこと」「日本のこと」を話す実例を取り上げ、センテンスをつ フ 163p
なげて的確でまとまりのある説明を組み立てる方法と、たじろがずに質問に答え、や 冊子版 978-4-560-08746-6 2017.05
田中幸子
（たなか・さちこ）
著
白水社

川合ジョルジェット
（かわい・じょるじぇっと）
著

りとりする方法を紹介。音声を収録したCD 付き。

*1031477126*
キクタンスペイン語 聞いて覚えるスペイン語単語帳 初級編
基本1000語レベル

吉田理加
（よしだ・りか）
著
アルク

コミュニケーションの道具としてのスペイン語を身につけるために必要とされる基本
単語1000語レベルの536語を収録。1日の学習語彙数を8語に設定してあるため、
無理なく効率的に語彙力を身につけられます。 これらの単語を駆使することで、い
ろいろなことが「できる」ようになるはずです。

キクタンスペイン語 聞いて覚えるスペイン語単語帳 初中級編
基本2000語レベル

スペイン語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎864 件名◎スペイン語－単語 ヨキ
175p
冊子版 978-4-7574-2258-2 2013.01
動画

*1031009583*
スペイン語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎864 件名◎スペイン語－単語 ヨキ
179p
本書は、日常の身近な出来事から、学習、仕事に関する内容のコミュニケーション 冊子版 978-4-7574-3084-6 2018.08

吉田理加
（よしだ・りか）
著
アルク

を図る上で役立つ848語 (フレーズ)を収録。スペイン語の語彙増強を図りたい人、
スペイン語圏への旅行や留学を計画している人、仕事で使う人にもお勧め。
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動画

*1031009584*

スペイン語文法ライブ講義 !

スペイン語

加藤伸吾
（かとう・しんご）
著
白水社

著者が大学で行っているスペイン語初級文法の授業を、そのまま書籍化。軽い語
り口だけど丁寧に、初級修了までをわかりやすく解説します。覚えかた＆考えかたの
コツも満載。

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎865 件名◎スペイン語－文法 カス
212p
冊子版 978-4-560-08763-3 2018.01

*1031853806*
キクタンスペイン語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

スペイン語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎867.8 件名◎スペイン語－会話 フ
会話力の養成に狙いを定めた会話編。「文法」 編では、本書を使用するにあたっ キ 157p
て必要とされる最小限のスペイン語文法について学ぶことができます。「フレーズ」 冊子版 978-4-7574-2868-3 2017.01
福森雅史
（ふくもり・まさふみ）
著
アルク

編では、会話でよく使われる60のフレーズを収録。「会話」編では、学んだ「フレー
ズ」で、生き生きとした実際のスペイン語会話が繰り広げられます。

キクタンブラジル・ポルトガル 語
聞いて覚えるポルトガル 語単語帳

入門編

基本500語レベル

動画

*1031009585*
スペイン語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎869.4 件名◎ポルトガル語－単語
フキ 167p
最初に文字の読み方を覚えると、ほとんどの単語を読むことができるポルトガル語の 冊子版 978-4-7574-2422-7 2013.12

福森雅史
（ふくもり・まさふみ）
著 日本語・マルチリンガル 編集チーム編集
アルク

特徴を踏まえ発音の基本が学べる「発音・アクセント」のページや、冠詞とセット
で効率的に名詞の性を覚えるような工夫、動詞活用表など、実際のコミュニケーショ
ンで使いやすい内容です。

キクタンイタリア語 聞いて覚えるイタリア語単語帳 初級編
基本1000語レベル

森田学
（もりた・まなぶ）
著
アルク

コミュニケーションの道具としてのイタリア語を身につけるために必要とされる基本単
語1000語レベルの528語を収録。1日の学習語彙数は8語。無理なく効率的に語
彙力を身につけられます。「感情に関わる名詞」「ビジネスにかかわる名詞」など
の付録も充実、これらの単語を駆使することで、いろいろなことが「できる」ようにな
るはずです。

キクタンイタリア語 聞いて覚えるイタリア語単語帳 初中級編
基本2000語レベル

森田学
（もりた・まなぶ）
著
アルク

基本単語2000語レベルをカバーした、約700の重要単語を収録。

*1031009593*
イタリア語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎874 件名◎イタリア語－単語 モキ
175p
冊子版 978-4-7574-2250-6 2012.12
動画

*1031009581*
イタリア語
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎874 件名◎イタリア語－単語 モキ
199p
冊子版 978-4-7574-3308-3 2018.12
動画

*1031009582*
キクタンロシア語 聞いて覚えるロシア語単語帳 入門編
猪塚元
（いのずか・はじめ）
著 日本語チーム編集
アルク

ロシア語学習の第1の壁である「文字と発音」に1章を設け、基本的な母音と子
音の組み合わせを仮名 (日本語 ) の発音と対比して覚えられるようにし、ロシア文字
で日本語を表記することを通じて文字に慣れるようにしました。表現を効率的に覚え、
コミュニケーションで使えるような工夫が満載のロシア語入門書です。

キクタンロシア語 聞いて覚えるロシア語単語帳 初級編

ロシア語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎884 件名◎ロシア語－単語 イキ
163p
冊子版 978-4-7574-2445-6 2014.12
動画

*1031009586*
ロシア語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎884 件名◎ロシア語－単語 イキ
リズムに乗せてロシア語の単語を楽しく覚える、『キクタンロシア語』の初級編が 168p
登場！入門レベルからこの段階に進んできた学習者が、ロシア語を使ったコミュニケー 冊子版 978-4-7574-3381-6 2019.12
猪塚元
（いのずか・はじめ）
著
アルク

原ダリア
（はら・だりあ）
著

ションを目指すうえで必要な語彙を中心に736語を選びました。ロシア語力を入門レ
ベルから次のステップ 進めたい、ロシア語での表現の幅を広げたいと考えている人
向けです。

*1031875548*
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キクタンロシア語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

ロシア語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎887.8 件名◎ロシア語－会話 イキ
本書は「ロシア語初心者だがロシア語が話してみたい」 人に向けて作られていま 156p
す。日本人がロシア語を使うであろう場面を想定し、すべての会話を基本的な3、 冊子版 978-4-7574-3033-4 2017.12

猪塚元
（いのずか・はじめ）
著
アルク

原ダリア
（はら・だりあ）
著

4語の単語で構成。ロシア語らしく発音するための振り仮名もつけているので、まず
はロシア語を口に出してみましょう。

古代スラヴ語の世界史

動画

*1031009587*
ロシア語

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎889 件名◎教会スラブ語 ハコ
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 208,8p
の言語は、歴史と共にどのように変化したのか。古代スラヴ語の成立や移り変わりを、 冊子版 978-4-560-08864-7 2020.01
服部文昭
（はっとり・ふみあき）
著
白水社

スラヴ人やその国家の盛衰と絡めて綴る。

DL不可 EPUB

*1032326640*
バスク語基礎学習20週

その他の諸言語

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎893.5 件名◎バスク語 イバ 220p
バスク語文献資料や詩小説が読めるようになりたい人に向けて、20週で身につくよう 冊子版 978-4-7791-2560-7 2019.04
石塚秀雄
（いしずか・ひでお）
著
彩流社

コンパクトに解説したバスク語基礎学習書。巻末に「厳選3000語〈日バ・バ日〉」
単語集を収載する。

*1031889400*
テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2016

文学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎ R028.09 件名◎絵本－書誌 ■
2016年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1671冊を採録 テ 392,52p
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせや季節の行事など、用途に沿った 冊子版 978-4-86140-061-2 2019.09
DBジャパン編集
DBジャパン

絵本選びに最適。

*1031004493*
テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2015
DBジャパン編集
DBジャパン

2015年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1524冊を採録
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせやお話会、学校の授業など、用途
に沿った絵本選びに最適。

文学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎ R028.09 件名◎絵本－書誌 ■
テ 354,30,19p
冊子版 978-4-86140-063-6 2019.10

*1031164247*
文学で「学ぶ / 身につく/ 力がつく」創作メソッド

〈ES BOOKS〉

榎本秋
（えのもと・あき）
著
DBジャパン

粟江都萌子
（あわえ・ともこ）
著

時代を越える文豪の技を学び、創作に生かす ! 長く人々に愛され、評価されてきた
日本文学（短編）を、作品を読み解くポイントや、エンタメに役立つポイントなど
とともに紹介。外国人作家の作品も取り上げる。

紀行ダートムアに雪の降る
立野正裕
（たての・まさひろ）
著
彩流社

6年ぶりのダートムア再訪。それは「帰郷」と言っていいほどの意味を持っていた。
土地の景観に接し、デジャヴュつまり既視感と呼ばれるあの疎隔の感じと懐かしさと
の混交した不思議な「感覚」の追究のために紡がれた6篇。

文学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎ 件名◎小説－作法 ■ブ 255p
冊子版 978-4-86140-106-0 2020.08

*1032326657*
文学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎904 件名◎文学 タキ 394p
冊子版 978-4-7791-2677-2 2020.04

*1032019541*
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ファンタジーと歴史的危機 ―英国児童文学の黄金時代―

文学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
英国児童文学史上、優れたファンタジーが集中した1860年代、1900年代、1950年代。 冊子版 978-4-88202-785-0
安藤 , 聡
彩流社

『不思議の国のアリス』『ピーター・パン』『トムは真夜中の庭で』等が世に出た
これらの時代が、いずれも《歴史的危機》を迎えていたことに着目し、《ファンタジー
黄金時代》に書かれた作品と時代背景の関係を読み解く。地図・年表・読書案内付。

河合隼雄と子どもの目 〈うさぎ穴〉からの発信
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

おとなは見ることができなくなってしまったものを「子どもの目」を通して取り戻す－。
河合隼雄が児童文学について書いてきたものをまとめた書。子どもが主人公の物語
を説得力ある言葉で読み解く。

2003

*1030945565*
文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎909 件名◎児童文学 カカ 243p
冊子版 978-4-422-11709-6 2019.07
DL不可 EPUB

*1031325308*
いぬの絵本いっぱい ! キッパー、ころわん、ダック、富士号…

文学

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 5,692円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－索引 ■イ
1953年～2015年の63年間に日本国内で刊行された絵本全般の中から物語形式に 100,32p
なっている絵本1019冊に主要キャラクターとして登場するいぬ1184匹を収録。採 冊子版 978-4-86140-084-1 2020.05
DBジャパン編集
DBジャパン

録作品名一覧付き。

*1032019509*
テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2013

文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－書誌 ■テ
2013年に国内で刊行された児童文学の中から1295冊を採録して、テーマ・ジャン 347,104,9p
ル別に分類。テーマ展示や読書感想文など、用途に合わせた児童文学選びに最適。 冊子版 978-4-86140-098-8 2020.06
DBジャパン編集
DBジャパン

*1032019496*
テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2014

文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－書誌 ■テ
2014年に国内で刊行された児童文学の中から1320冊を採録して、テーマ・ジャン 351,105,17p
ル別に分類。テーマ展示や読書感想文など、用途に合わせた児童文学選びに最適。 冊子版 978-4-86140-086-5 2020.04
DBジャパン編集
DBジャパン

*1032019497*
テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2018

文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－書誌 ■テ
2018年に国内で刊行された児童文学の中から1201冊を採録して、テーマ・ジャン 315,97,12p
ル別に分類。テーマ展示や読書感想文など、用途に合わせた児童文学選びに最適。 冊子版 978-4-86140-092-6 2020.05
DBジャパン編集
DBジャパン

*1032019498*
日本児童文学史事典 トピックス1945-2015

文学

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R909.032 件名◎児童文学－歴
1945～2015年の日本の児童文学に関する出来事を収録した年表形式の事典。著 史－年表 ■ニ 499p
名作品の刊行から、関連人物、図書館事業などの啓蒙活動、児童文学出版事情、 冊子版 978-4-8169-2599-3 2016.05

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

主な児童文学賞・ベストセラー作品まで、幅広いテーマを収録。

*1032442129*
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ノーベル 文学賞 ―作家とその時代―
（丸善ライブラリー）
柏倉 , 康夫
丸善出版

20世紀の幕開けと共に誕生したノーベル文学賞は、2度の大戦をはじめとする無数
の戦争や革命、民俗紛争など、時代の激動と共に歩んできた。授賞の栄誉に輝い
た80余名と、生涯待ち続けた数多の作家達、そして自ら受賞を拒否した人々。こ
れらの文学者たちがおりなす人間のドラマと、その生きた時代を、多くの作品や証
言によって綴る。

東大法学部の真相 元全共闘の証言
大野正道
（おおの・まさみち）
著
彩流社

エリートによるエリートたちの様々なる肖像－。筑波大学名誉教授であり、博士・弁
護士資格を有する著者が、東大駒場全共闘として活躍した時代（昭和43年6月～
44年9月）のその後をいかに過ごしたのかをありのままに記す。

文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05064-4

1992

*1031314155*
日本文学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎377.96 件名◎学生運動 オト
114p
冊子版 978-4-7791-2558-4 2019.01

*1031272498*
南方熊楠と日本文学

日本文学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎910.2 件名◎日本文学－歴史 イミ
熊楠は、日本文学にどのような価値を見出し、学問に利用していったのか ? 熊楠が 408p
研究の基礎とした資料群を精査し、人文学の展開の中に位置付け、これからの日 冊子版 978-4-585-22270-5 2020.02
伊藤慎吾
（いとう・しんご）
著
勉誠出版

本文学研究の可能性を提示。貴重資料の翻刻も多数収録。

*1031866382*
漢籍伝来 白楽天の詩歌と日本

日本文学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎910.23 件名◎日本文学－歴史－
約1100年前、中国から日本へ伝来した「漢籍」。源氏物語をはじめとする「やまと 古代 シカ 300,6p
ことば」の文学に多大な影響を与えた唐代の詩人・白楽天による「白氏文集」から、 冊子版 978-4-585-05445-0 2010.01
静永健
（しずなが・たけし）
著
勉誠出版

日本そして東アジアの伝統文化を考える。

*1031853770*
平安時代の笑いと日本文化 『土佐日記』
『竹取物語』
『源氏物語』

日本文学

を中心に 〈早稲田大学エウプラクシス叢書 019〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
金小英
（きむ・そよん）
著
分類◎910.23 件名◎日本文学－歴史－
早稲田大学出版部
平安時代 キヘ 302,11p
平安時代前期から中期に書かれた和文、主に日記文学と物語などの散文作品群を 冊子版 978-4-657-19804-4 2019.11

中心に、「笑い」そのもの、もしくは「笑い」をキーワードにして多様な角度からそ
の意義を解く。英文要旨も収録。

連想の文体 王朝文学史序説

*1031460102*
日本文学

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 89,100円 + 税
分類◎910.23 件名◎日本文学－歴史－
王朝人にとって思考や感情を仮名の文章で書き表すことは、いかなる営為だったか。 平安時代 スレ 355p
歌言葉の連想に依拠しながらも、独自の批評を加えて新しい散文表現を獲得した「枕 冊子版 978-4-00-025660-5 2012.11
鈴木日出男
（すずき・ひでお）
著
岩波書店

草子」など、連想の文体という観点から王朝文学史を捉え直す。

*1031004516*
私小説の技法 「私」語りの百年史 増補改訂

日本文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎910.26 件名◎小説
（日本）
－歴史
田山花袋「蒲団」からリービ英雄「千々にくだけて」まで、私小説の百年を辿り、 ウワ 396,8p
成立と変遷、今後の可能性を提示。「認識する私 /される私」から生まれる作品群 冊子版 978-4-585-29144-2 2017.12
梅澤亜由美
（うめざわ・あゆみ）
著
勉誠出版

を「私探究」の文学として捉え、従来とは異なる観点で考察する。

*1031866386*
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世界文学と日本近代文学
野網摩利子
（のあみ・まりこ）
編
東京大学出版会

密接な関わりのある世界文学を見出して行う、日本近代文学の精緻な分析。世界
文学と日本近代文学との具体的な関係性、ならびに、個別の世界文学作品との関
わりが炙り出された日本近代文学生成の様相を明示する。

日本文学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎910.26 件名◎日本文学－歴史－
近代 ■セ 296,6p
冊子版 978-4-13-086058-1 2019.11

*1031274406*
村上春樹と私 日本の文学と文化に心を奪われた理由
ジェイ・ルービン著
東洋経済新報社

「1Q84」「ノルウェイの森」をはじめ、夏目漱石「三四郎」や芥川龍之介「羅生
門」など数多くの日本文学を翻訳し、その魅力を紹介した世界的翻訳家が、村上
春樹のこと、日本の文学と文化に心奪われた理由を綴る。

日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎910.26 件名◎日本文学－歴史－
近代 ルム 228p
冊子版 978-4-492-06202-9 2016.11

*1030884589*
同性愛文学の系譜 日本近現代文学におけるLGBT 以前 / 以後

日本文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 10,780円 + 税
分類◎910.26 件名◎日本文学－歴史－
近代以降、同性愛は文学の中でどのように表現されてきたのか。BL、百合という 近代 イド 275p
文脈で語られると共に、一方でLGBTQを考えるための文学としても着目されている 冊子版 978-4-585-29191-6 2020.02
伊藤氏貴
（いとう・うじたか）
著
勉誠出版

同性愛文学。明治から平成までの文学史の一側面に光を当てる。

*1031533244*
日本 SF 誕生 空想と科学の作家たち

日本文学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎910.264 件名◎日本文学－歴史
1960年代初頭、SFは未知のジャンルだった－。小松左京、星新一、筒井康隆ら、 －昭和時代（1945年以後）トニ 203p
不可思議な現象と科学に好奇心を燃やし、SFを広めようと苦闘した第一世代の SF 冊子版 978-4-585-29184-8 2019.08
豊田有恒
（とよだ・ありつね）
著
勉誠出版

作家たちの物語。

*1030831384*
模倣における逸脱 ―現代探偵小説論―
笠井 潔
彩流社

「本格ミステリ」を読むという戦慄的経験。80年代後半以降のミステリの新たな動
きを、戦前・戦後に続く「第三の波」と捉える著者の評論集。「人間」や「リアリ
ティ」という類の古色蒼然たる批評用語がミステリ界の一部では無自覚に流通する
現状に活路を開く。状況論から作家論、自作に関するエッセイまで、批評の空白あ
るいは不在への犀利な回答。

臨床文学論 ―川端康成から吉本ばななまで―
近藤 , 裕子
彩流社

川端康成、村上春樹、吉本ばなな、山本昌代、尾崎翠の作品を臨床心理学や
精神病理学などの学問成果を援用し、解読。従来明らかにされにくかった＜自己＞
像に迫る新批評集。

日本文学
同時アクセス1 8,009円 + 税
同時アクセス3 12,013円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-406-4

1996

*1031980121*
日本文学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-793-5

2003

*1030945557*
高橋たか子の風景
中川 成美
彩流社

世紀末に甦る渇望の文学。高橋たか子の「風景」は圧縮された現代文学の風景
の点描である。その点描が文学そのものをいま一度問い直し、その意味を求めて
文学の始原へと遡行していく。異彩を放つ高橋たか子の世界に光を当てる多角的
論集。異彩を放つ高橋たか子の文学世界を多様な側面から考察する。

日本文学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-466-8

1999

*1031980137*
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小林秀雄とベルクソン ―「感想」
を読む―増補版
山崎 , 行太郎
彩流社

パラドキシカルな批評家と見られ、未だに「火薬庫」の役割を果たす小林秀雄の
批評原理を、未完の長編「感想」( ベルクソン論 ) の読みを通し、現代物理学の
パラダイム・チェンジの中に、その独自の方法を見出した注目の評論集。

日本文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-497-2

1997

*1030945522*
松本清張が「砂の器」
を書くまで ベストセラーと新聞小説の
一九五〇年代 〈早稲田大学エウプラクシス叢書 021〉

山本幸正
（やまもと・ゆきまさ）
著
早稲田大学出版部

松本清張と新聞小説のかかわりについて考察。清張の新聞小説第一作「野盗伝
奇」、ブロック紙掲載「黒い風土」を取り上げると共に、
「砂の器」初出誌を調査し、
その新聞小説としての姿に迫る。石川達三と川崎長太郎にも触れる。

真山青果とは何者か ? Who is MAYAMA Seika?

日本文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎910.268 件名◎松本清張 ヤママ
292p
冊子版 978-4-657-20802-6 2020.01

*1031629255*
日本文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎910.268 件名◎真山青果 ■ママ
元禄忠臣蔵の作者、真山青果。劇作家以外に小説家、研究者など容易に捉えき 271p
れない様々な顔を持つ青果の全貌に迫る。2016年12月開催のシンポジウムの内 冊子版 978-4-909658-15-9 2019.07
星槎グループ監修 飯倉洋一
（いいくら・よういち）
編
星槎グループ 文学通信
（発売）

容に、座談会・コラム・青果作品小事典・ビジュアルガイド等を付す。

*1030866910*
正宗白鳥考

日本文学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎910.268 件名◎正宗白鳥 サママ
子供時代より大病を患い死の恐怖と直面した著者は、死の恐怖に怯えて過ごした 406p
正宗白鳥の作品に共感した。研究当初より主軸に据えてきた正宗白鳥論の集大成。 冊子版 978-4-909942-06-7 2019.09
佐々木雅發
（ささき・まさのぶ）
著
明誠書林

DL不可 EPUB

*1030988278*
折口信夫の晩年

日本文学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎910.268 件名◎折口信夫 オオオ
昭和22年から28年9月の逝去まで、折口信夫の晩年7年間を共に生活した著者に 301p
よる追憶の書。師・柳田国男に対する礼のありよう、若き日に常用したコカインの影 冊子版 978-4-7664-2476-8 2017.10
岡野弘彦
（おかの・ひろひこ）
著
慶應義塾大学出版会

響で利かなくなった臭覚など、日常生活を生き生きと描く。

*1031866388*
村上春樹、転換する
吉田 , 春生
彩流社

村上春樹の小説では既視感に襲われる。スパゲティをゆでる、アイロンをかける、
コーヒーを滴れる。作家のライフスタイルに由来する所作のことではない。どこかで
見たり読んだりした場面のことだ。こうした既視感はどこから来るのか。しかしいま村
上の変貌が読者をとまどわせる。現実の事件をテーマとして描く作家の姿勢を検証
し、転換する作品を論ずる。

村上春樹とポストモダン・ジャパン グローバル 化の文化と文学
三浦玲一
（みうら・れいいち）
著
彩流社

村上春樹はグローバル・ポピュラー・カルチャーとしての「アメリカ文学」を日本語
で書いた作家である…。アメリカ文学、カズオ・イシグロ、ディザスター映画、宮
崎駿などを縦横に論じる。『文學界』掲載等を単行本化。

日本文学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-495-8

*1032019516*
日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎910.268 件名◎村上春樹 ミムム
178,5p
冊子版 978-4-7791-2005-3 2014.03
DL不可 EPUB

*1031460176*
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1997

漱石と英国 ―留学体験と創作との間―増補版

日本文学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
「漱石の倫敦、ロンドンの漱石」 ──二つの視点を踏まえ、精緻な資料の読みと 冊子版 978-4-88202-463-7
塚本 利明
彩流社

当時の社会事情の復原を通して名作「倫敦塔」の創作過程を解明した。知られ
ざるスコットランド旅行の足跡と目的を探り、漱石の英国体験に新しい光を当てる。

1999

*1031980134*
漱石文体見本帳

日本文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 10,780円 + 税
分類◎910.268 件名◎夏目漱石 キソナ
夏目漱石と同じ時代を生きた読者たちは、多彩な表現をあやつる「文章家」として 270,4p
彼を愛していた。漱石の小説文体を10に分類し、具体的な文例を味わいながら、 冊子版 978-4-585-29189-3 2020.01
北川扶生子
（きたがわ・ふきこ）
著
勉誠出版

その効果と背景をわかりやすく紹介する。

*1031814475*
テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.7-2016.12-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2016年7～12月に日本国内で刊行されたライトノベル・ライト文芸計1385点を採録した、
テーマ・ジャンルから探せる索引。1は、乗り物、自然、場所、スポーツ、暮らしな
どがストーリー展開に関わっている作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.7-2016.12-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2016年7～12月に日本国内で刊行されたライトノベル・ライト文芸計1385点を採録した、
テーマ・ジャンルから探せる索引。2は、職業、人間関係、アイテム・能力などがストー
リー展開に関わっている作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.7-2015.12-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2015年7月～12月に日本で刊行された1451冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。1は、「ストーリー」「乗り物」な
ど8つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.7-2015.12-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2015年7月～12月に日本で刊行された1451冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。2は、「キャラクター・立場」「職
業」など5つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.1-2016.6-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2016年1月～6月に日本で刊行された1262冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。1には、
「ストーリー」「乗り物」「自然・
環境」など、8項目を収録する。

日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ R910.31 件名◎ライトノベル－書
誌 ■テ 340,9p
冊子版 978-4-86140-071-1 2020.02

*1031629266*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ R910.31 件名◎ライトノベル－書
誌 ■テ 306,143,13p
冊子版 978-4-86140-072-8 2020.02

*1031629267*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
333,11p
冊子版 978-4-86140-102-2 2020.07

*1032019499*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
276,144,14p
冊子版 978-4-86140-103-9 2020.07

*1032019500*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
286,10p
冊子版 978-4-86140-080-3 2020.04

*1032019501*
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テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.1-2016.6-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2016年1月～6月に日本で刊行された1262冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。2には、
「キャラクター・立場」「職業」
「人間関係」など、5項目を収録する。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.1-2018.6-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2018年1月～6月に日本で刊行された1595冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。1には、
「ストーリー」「乗り物」「自然・
環境」など、8項目を収録する。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.1-2018.6-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2018年1月～6月に日本で刊行された1595冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。2には、
「キャラクター・立場」「職業」
「人間関係」など、5項目を収録する。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.7-2018.12-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2018年7月～12月に日本で刊行された1710冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。1は、「ストーリー」「乗り物」な
ど8つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.7-2018.12-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2018年7月～12月に日本で刊行された1710冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。2は、「キャラクター・立場」「職
業」など5つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.1-2015.6-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2015年1月～6月に日本で刊行された1332冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。1は、「ストーリー」「乗り物」など8
つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.1-2015.6-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン
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2015年1月～6月に日本で刊行された1332冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。2は、「キャラクター・立場」「職業」
など5つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
280,127,13p
冊子版 978-4-86140-081-0 2020.04

*1032019502*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
342,10p
冊子版 978-4-86140-088-9 2020.05

*1032019503*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
154,13p
冊子版 978-4-86140-089-6 2020.05

*1032019504*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
303,11p
冊子版 978-4-86140-094-0 2020.06

*1032019505*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
253,167,15p
冊子版 978-4-86140-095-7 2020.06

*1032019506*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
315,11p
冊子版 978-4-86140-112-1 2020.08

*1032326655*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
260,133,14p
冊子版 978-4-86140-113-8 2020.08

*1032326656*

日本文学研究文献要覧 2015～2019現代日本文学

日本文学

同時アクセス1 87,560円 + 税
同時アクセス3 157,608円 + 税
分類◎ 件名◎日本文学－書誌 ■ニ
2015年～2019年の5年間に日本国内で発表された、明治以降の日本文学に関する 806p
研究文献（図書、雑誌記事）を収録した文献目録。巻頭に「現代日本文学研究 冊子版 978-4-8169-2837-6 2020.07

勝又浩
（かつまた・ひろし）
監修 梅澤亜由美
（うめざわ・あゆみ）
監修
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

案内」、巻末に索引等を付す。

*1032442132*
解読額田王 ―この悲壮なる女性―
福沢 武一
彩流社

難解な万葉集「第九歌」は、天智天皇に召され人生の危機を迎えた額田王の悲
鳴である。それから八年後、「第二の生」を歩む決意を固めた悲壮な肉声が「三
輪山悲歌」を生んだ。「第九歌」を読み解いた「額田王像」は通説に鋭い批判
の矢を放つ。

藤原俊成中世和歌の先導者
久保田淳
（くぼた・じゅん）
著
吉川弘文館

多くの歌合の判者を務め、後白河法皇の信頼を受け千載和歌集を撰進、古来風
躰抄を執筆し、歌の家冷泉家の基礎を築いた新古今時代の代表的歌人・藤原俊
成。歴史の転換期を生き抜いた91年のその生涯を辿る。

日本文学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-462-0

1999

*1031980131*
日本文学
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎911.132 件名◎藤原俊成 クフフ
487,9p
冊子版 978-4-642-08529-8 2020.01

*1031434039*
中世和歌史論 様式と方法
渡部泰明
（わたなべ・やすあき）
著
岩波書店

中世において和歌に何が起こったのか。古代和歌の諸特性を継承しつつ、中世の
歌人たちが固有の表現を生み出し、多彩な詩的達成を獲得していく様相を描く。

日本文学
同時アクセス1 31,680円 + 税
同時アクセス3 95,040円 + 税
分類◎911.14 件名◎和歌－歴史 ワチ
458,9p
冊子版 978-4-00-023889-2 2017.03

*1031004514*
幕末明治の社会変容と詩歌

日本文学

同時アクセス1 22,000円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎911.15 件名◎和歌－歴史 アバ
幕末明治期、詩や歌は、いかなる政治的社会的役割を担ったのか。伝統文芸とし 444,31p
ての和歌、欧米詩の模倣から始まった新体詩の展開を、前近代から近代へと続く 冊子版 978-4-585-29196-1 2020.02
青山英正
（あおやま・ひでまさ）
著
勉誠出版

史的展開のなかに位置づけ、社会的行為としての文芸の営みを描く。

*1032418952*
俳句理解の心理学
皆川 直凡
北大路書房

日本の伝統芸術の一つであり，世界有数の短詩型とされる「俳句」の特徴，および
俳句を介して展開される人々（作者，読者）の心の様相に対して，認知心理学的
方法を主とする基礎研究，
ならびにそれを基盤とする教育実践の両方向からアプロー
チし，俳句の奥深さ，おもしろさを伝えるとともに，日本人の心性にせまる。

『源氏物語』
を楽しむ ―恋のかけひき―
（丸善ライブラリー
237）
山口 仲美
丸善出版

『源氏物語』の主人公、光源氏は、恋や結婚の場で、女性たちとどんな駆け引き
のある会話を交わしているのか？それを明らかにしようとしたのが、本書です。光源
氏の相手になった女性たちは、人柄や環境に応じて個性豊かな言葉を発し、彼とさ
まざまな関係をつくっていきます。それは、さながら現代の男と女の会話の見本集。

日本文学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2463-0

2005

*1031828331*
日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05237-2

1997

*1031537726*
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源氏物語越境論 唐物表象と物語享受の諸相

日本文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎913.36 件名◎源氏物語 カゲム
古代から現代まで、様々な領域に越境を続けてきた「源氏物語」。唐物表象をはじ 420,9p
め作品そのものに織り込まれている異文化接触の痕跡と、図像化や翻訳などメディ 冊子版 978-4-00-061306-4 2018.12
河添房江
（かわぞえ・ふさえ）
著
岩波書店

アの上での多様な変奏などを考察し、「源氏物語」の生命力に迫る。

*1031274390*
三条西家本狭衣物語注釈

日本文学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎913.381 件名◎狭衣物語 ■サミ
室町時代に書写されたと考えられる三条西家本「狭衣物語」をもとに校訂本文を 290p
作成。梗概と注、特異な異同を取りあげる本文考を付すとともに、20のコラムを収録。 冊子版 978-4-585-29177-0 2019.02
学習院大学平安文学研究会編
勉誠出版

室町時代の「狭衣物語」享受の一端を明らかにする。

*1031325275*
全訳男色大鑑 歌舞伎若衆編
井原西鶴
（いはら・さいかく）
作
文学通信

染谷智幸
（そめや・ともゆき）
編

井原西鶴の「男色大鑑」 後半・歌舞伎若衆図鑑を現代語訳。漫画家陣が西鶴
の世界をビジュアルに表現したカラー口絵や挿絵のほか、生活用品や風俗など、
図やイラストも多数収録。各章にキャッチコピー＆あらすじ付き。

日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎913.52 イゼ 245p
冊子版 978-4-909658-04-3 2019.10

*1030866912*
あの時の野球とあの子たち
久保田浩司
（くぼた・ひろし）
著
大学教育出版

選手・生徒・親との共感。そこから見えてきた大切なこととは…。特別支援学校教
師と社会人野球監督の二足の草鞋を履く著者が、実体験をもとに綴った小説。

日本文学
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎913.6 クア 280p
冊子版 978-4-86692-057-3 2020.01

*1031537748*
ふしぎなヒマラヤスギ
佐々木智子
（ささき・ともこ）
著
かもがわ出版

かつて、貧しくとも心豊かな子どもの世界があった－。戦後数年にわたっての、農村
の子どもたちの、活発で、人との温かな関係のある日常生活を生き生きと描いた6つ
の物語を収録。

日本文学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ K913.6 サフ 182p
冊子版 978-4-7803-1048-1 2019.10

*1031657020*
小説エコエコアザラク 〈APeS Novels〉
岩井志麻子
（いわい・しまこ）
著
誠文堂新光社

古賀新一
（こが・しんいち）
原作

エコエコアザラク、エコエコザメラク。黒井ミサがつぶやくそれは、死へと導く呪
文か救いの言葉か…。女流ホラー作家の第一人者・岩井志麻子の書き下ろし小
説で、ホラー・コミック「エコエコアザラク」が蘇る。

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 イシ 285p
冊子版 978-4-416-71928-2 2019.08
EPUB

*1031629326*
小説ブラック・ジャック 〈APeS Novels〉

日本文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 セシ 292p
瀬名秀明の書き下ろし小説で「ブラック・ジャック」が蘇る!「医療ロボット」
「iPS 細胞」 冊子版 978-4-416-71924-4 2019.07
瀬名秀明
（せな・ひであき）
著
誠文堂新光社

手塚治虫
（てずか・おさむ）
原作

「終末期医療」などの現代医療、さらにはそれを飛び越え近未来をも予感させるテー
マで、ブラック・ジャックの活躍を描く。

EPUB

*1031629323*
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小説恐怖新聞 〈APeS Novels〉
大石圭
（おおいし・けい）
著
誠文堂新光社

つのだじろう原作

大石圭の書き下ろし小説で「恐怖新聞」が蘇る! 11階にある女子大生・桜子の部
屋の窓から飛び込んできた「新聞」には、ボーイフレンドの孝二郎の事故死の記
事が…。死を予言する異様な新聞に魅入られた桜子の運命を描く。

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 オシ 285p
冊子版 978-4-416-71925-1 2019.07
EPUB

*1031629324*
小説多動力 好きなことだけやりきったら、ロケットだって宇宙へ飛ぶ

はず ! 〈APeS Novels〉
堀江貴文
（ほりえ・たかふみ）
著
誠文堂新光社

日々の仕事に苦悩してきたビジネスパーソンが「多動力」に導かれ、最強の仕事
人を目指し…。堀江貴文が独自の生き方を論じた「多動力」を基に綴った異世界ファ
ンタジー小説。

霧の中

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 ホシ 290p
冊子版 978-4-416-71927-5 2019.08
EPUB

*1031629325*
日本文学

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
1981年、パリで留学生仲間のオランダ人女子学生を殺害し、その死体の一部を 冊子版 978-4-88202-746-1
佐川 , 一政
彩流社

食したとして逮捕された著者が、事件の一部始終を詳細に記した小説仕立ての手
記——それが本作『霧の中』。ストーカー、異常犯罪の心理、心神喪失、カニバ
リズム……『霧の中』の「小説」 部分をそのまま復刻し、〝佐川問題〟の現在的
意義を世に問う。

利休最後の半年【スマホ・読上】
（※）

2002

*1031210647*
日本文学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
利休斬首の直前の半年間に凝縮された茶人利休の生きざまに焦点を当て、これま 冊子版 978-4-88202-469-9
土田 隆宏
彩流社

での多くの疑問や謎 ──秀吉との対立の真相、高山右近との密会の意味、侘茶
の本質、辞世の真情、を解明する。クリスチャンで茶人の著者による全く新しい利
休像。

1日で読める徒然草
吉野敬介
（よしの・けいすけ）
著
東京書籍

徒然草全243段を原文に忠実にわかりやすく訳して解説し、奈良絵本など貴重な図
版50点を収録。疑問点や人生論を取り上げたコラム、過去20年間の大学入試問
題での出題頻度も掲載する。

1998

DL不可 EPUB

*1031980130*
日本文学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎914.45 件名◎徒然草 ヨイヨ
205p 図版16p
冊子版 978-4-487-80708-6 2012.10
DL不可 EPUB

*1032267611*
徒然草の誕生 中世文学表現史序説

日本文学

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎914.45 件名◎徒然草 ナツヨ
それは何のために、いかにして書かれたのか。消息文や楽書、教訓書など、先行 333,4p
する様々なテクストとの格闘を通して、書き記すという行為の可能性を広げていった 冊子版 978-4-00-001410-6 2019.02
中野貴文
（なかの・たかふみ）
著
岩波書店

「徒然草」の姿を、時代の中に描き出す。

*1031533276*
「出会い」の不思議 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

日本文学

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B914.6 カデ 323p
人生にはいろいろな出来事がある。
「言葉」
「人」
「本」
「子どものこころ」
「新しい家族」 冊子版 978-4-422-00056-5 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

など、「出会い」というキーワードをもとに、こころの不思議を綴った河合隼雄のエッ
セイ集。

DL不可 EPUB

*1031325307*
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「無言館」の庭から
窪島誠一郎
（くぼしま・せいいちろう）
著
かもがわ出版

自分の生きた戦後とは何だったのか。戦没画学生が託した夢に応えられたのか－。
「無言館」の日々に思索を重ね、答えを探しあぐね、苦闘するアンソロジー。『民
主文学』『革新懇ニュース』連載を書籍化。

日本文学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎914.6 クム 207p
冊子版 978-4-7803-1081-8 2020.03

*1031843685*
キミハドコニイルノ
中村 和恵
彩流社

迷いみちを楽しみつつ自分の居場所を探り、見知らぬ人と触れあい、他者の声に耳
をすます。読者自身のテーマに出会えるエセイ。鍵語は、仮住まい、名ナシ、植
民地、よそ者、女と男とおかま、本とひとのなか、カリブ、雲、民族、大阪弁、じ
じい等々。ふらふら歩いた東京、シドニー、大阪。借りものではない自分の眼で明
日を見つめる実践散歩哲学。

ことばのこころ

日本文学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-467-5

1998

*1031980138*
日本文学

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎914.6 ナコ 271p
春夏秋冬のことば、古典のことば、茶のことば…。日本語を慈しみ続けてきた著者が、 冊子版 978-4-487-80978-3 2016.09
中西進
（なかにし・すすむ）
著
東京書籍

そこにこめられた日本人の心について綴る。ことばの美しさと楽しさに出会える本。
「日
本人の愛したことば」の姉妹編。

DL不可 EPUB

*1032267603*
ブスの自信の持ち方

日本文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎914.6 ヤブ 305p
容姿によって生きづらさが生じるのは、本人の問題ではなく、社会の問題だ－。
「ブス」 冊子版 978-4-416-51956-1 2019.07
山崎 ナオコーラ
（やまざき・なおこーら）
著
誠文堂新光社

をきっかけに、差別とは、性別とは、理想の社会とは、を考える。『よみもの .com』
連載に加筆修正して書籍化。

EPUB

*1031629322*
ブックデザイナー鈴木一誌の生活と意見 2005-2016
鈴木一誌
（すずき・ひとし）
著
誠文堂新光社

ブックデ ザイナー鈴木一誌が、日常や社会の諸相に巡らせた思索の軌跡。2005
年から2016年までの12年間にわたって、各誌に寄稿した連載エッセイと読書アンケー
トを中心に収録する。

日本文学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎914.6 スブ 373p
冊子版 978-4-416-61776-2 2017.07
EPUB

*1032326733*
より道わき道散歩道 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

日本文学

同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B914.6 カヨ 265p
今の日本、嘆くべきことばかりではなく、まだまだ面白いことや楽しいことがある。もう 冊子版 978-4-422-00055-8 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

少し気楽に、リラックスして自分の人生を楽しもう。新聞・雑誌・官報などに河合隼
雄が書いた文章を編集したエッセイ集。

DL不可 EPUB

*1031325306*
季節のおくりもの 私の調心記
澁井展子
（しぶい・ひろこ）
著
彩流社

小さなこと、ささやかなものの中に、愛しさや輝き、愉しみを見出しながら、毎日を生
きていきたい－。『東京都医師会雑誌』連載の「編集室だより」からセレクトした、
医学・医療関連以外の四季折々を巡るエッセイを収録。

日本文学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎914.6 シキ 164p
冊子版 978-4-7791-2665-9 2020.04

*1031980198*
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季節のおくりもの 私の調心記
澁井展子
（しぶい・ひろこ）
著
彩流社

小さなこと、ささやかなものの中に、愛しさや輝き、愉しみを見出しながら、毎日を生
きていきたい－。『東京都医師会雑誌』連載の「編集室だより」からセレクトした、
医学・医療関連以外の四季折々を巡るエッセイを収録。

日本文学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎914.6 シキ 164p
冊子版 978-4-7791-2665-9 2020.04
DL不可 EPUB

*1031980207*
日本人の愛したことば
中西進
（なかにし・すすむ）
著
東京書籍

日本人は何を愛し、どう伝えてきたか ? ありがとう、悼む、いのち、感じる、かおる、
自然…。現代を代表する国文学者が、ことばを手がかりとして日本人の魂に自由に
迫る。

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎914.6 ナニ 263p
冊子版 978-4-487-80565-5 2011.09
DL不可 EPUB

*1032267605*
文学するコンピュータ

日本文学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎
講演、トークセッション、評論、エッセイ、インタビュー、ブックレビューと、多彩な 冊子版 978-4-88202-465-1
榎本 正樹
彩流社

論述のバリエーションに加え、幅広いコンテンツを含む本書は、それ自体マルチメディ
ア的多様性に富んだテキストである。ポリフォニックなエクリチュールの饗宴をお楽
しみいただければ幸いである。電子メディアの革命的状況を文学の眼で読む。

ALSを生きる いつでも夢を追いかけていた

1998

*1031980136*
日本文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎916 件名◎筋萎縮性側索硬化症
大学を退職後、地名作家として順風に第2の人生を送っていた著者は、思いもかけ －闘病記 タエ 253p
ず病に襲われる。難病の ALS（筋萎縮性側索硬化症）を宣告されるまでの経緯、 冊子版 978-4-487-81375-9 2020.03
谷川彰英
（たにかわ・あきひで）
著
東京書籍

これまでの人生、そして「これからどう生きるか」を綴る。

DL不可 EPUB

*1032267608*
みんなよくなれ鳥獣りは

日本文学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎916 件名◎脳血管障害－闘病記
脳出血を発症後、入院し、病院でのリハビリテーションを経験した著者が、リハビ ムミ 71p
リを頑張る人たちの姿を、鳥獣戯画のように鳥やカエルなどに見立てて描く。ぬりえ、 冊子版 978-4-89590-676-0 2019.10
村越正明
（むらこし・まさあき）
文・画
三輪書店

コピーして折ると箱になる折り紙絵付き。

*1031959602*
魂の退社 会社を辞めるということ。
稲垣えみ子
（いながき・えみこ）
著
東洋経済新報社

50歳、夫なし、子なし、そして無職…しかし、私は今、希望でいっぱいである。大
学卒業以来、28年間勤めていた朝日新聞社を辞めた著者が、会社を辞めてみて
身の回りに起きたこと、「会社で働くこと」について語る。

日本文学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎916 件名◎新聞記者 イタ 211p
冊子版 978-4-492-04594-7 2016.06

*1030884645*
私の戦中戦後絵日記 昭和十九年三月～二十二年八月

日本文学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎916 件名◎太平洋戦争
（1941～
疎開先、岐阜県の農村での日常は、戦場とも戦禍ともいえなかったが、戦争の影 1945）オワ 209p
は色濃くあった－。竹槍訓練、バケツリレー、農作業、子守、いじめ…。少女時代、 冊子版 978-4-7791-2617-8 2019.08
岡井禮子
（おかい・れいこ）
著
彩流社

京都の学友と別れ、父の故郷へ学童疎開した頃に綴った絵日記。

*1031164238*
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精選折口信夫 6 アルバム
折口信夫
（おりぐち・しのぶ）
著
慶應義塾大学出版会

岡野弘彦
（おかの・ひろひこ）
編

折口信夫の学問研究および釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含めた、全
著作から精選。6は、折口およびその関係する人々、ゆかりの場所および物品など
の写真を収録。折口信夫製作「日本文学系図」、旅の記録なども掲載。

日本文学
同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 13,090円 + 税
分類◎918.68 オセ 228p
冊子版 978-4-7664-2553-6 2019.11

*1031274486*
美しい日本語 荷風 2 人生に口づけする言葉
永井荷風
（ながい・かふう）
著
慶應義塾大学出版会

持田叙子
（もちだ・のぶこ）
編著

永井荷風の生誕140年、没後60年を記念して、荷風の美しい日本語を詩・散文、
俳句から選りすぐり、堪能できるアンソロジー。2は、「砂糖」「燈火の巷」など、
人生という時間を愛する術を教えてくれる言葉を収録。

日本文学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎918.68 ナウ 220p
冊子版 978-4-7664-2617-5 2020.01

*1031616248*
美しい日本語 荷風 3 心の自由をまもる言葉
永井荷風
（ながい・かふう）
著
慶應義塾大学出版会

持田叙子
（もちだ・のぶこ）
編著

永井荷風の生誕140年、没後60年を記念して、荷風の美しい日本語を詩・散文、
俳句から選りすぐり、堪能できるアンソロジー。3は、
「批評家の任務」
「勲章」など、
ひたすら読む人と対話して書いた、自由な言葉を収録。

日本文学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ ナウ 217p
冊子版 978-4-7664-2618-2 2020.06

*1032310426*
はじめての漢詩創作
鷲野 , 正明
白帝社

予備知識がない状態からでも一首読めるようになる、漢詩作りの入門書。作詩の規
則、漢詩に用いられることば、句や詩の構成について、多くの名作を例に懇切丁寧
に説明する。例として挙げられた詩の解説も詳しく、作品鑑賞としても楽しめる。実
作に役立つ韻字表や、引用詩、作詩に関する重要語句の索引が付録につき、文
字も大きく利用しやすい。

アイロンをかける青年 ―村上春樹とアメリカ―
千石 , 英世
彩流社

トレンディな都市小説として、あるいは喪失の世代の自己治癒の物語として流通す
る村上春樹の秘密とは？ 現実の凹凸にカタカナ言葉というアイロンをかけ、恋人、
性、他者に辿りつけない『ノルウェイの森』と、アメリカ文学の差異を読む。

日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-89174-751-0

2005

*1030956573*
日本文学
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-208-4

1991

*1030945501*
エノン( いずこへ ) ―アイヌの赤い星―

日本文学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
明治維新とともに始まる和人の入植—。異民族と異文化の奔流に巻き込まれたアイ 冊子版 978-4-88202-239-8
富樫 , 利一
彩流社

ヌ民族の苦境と希望の象徴として登場した金成大郎。初めての教員免許を取り、
「ア
イヌによるアイヌの学校」を設立するも、志なかばで追放された悲劇の生涯。

1992

*1031164246*
みちのく伝承 ―実方中将と清少納言の恋―
相原 , 精次
彩流社

帝から「歌枕さがして参れ」と命ぜられ、清少納言への恋歌「かくとだにえやはい
ぶきのさしも草……」との歌を残して旅立った実方中将。各地に遺る実方伝承の解
読を通して「歌枕」の意味と実方の実像、『枕草子』成立の謎に迫る。

日本文学
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-212-1

*1030945549*
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1991

レイテ島曙光新聞物語
影山 , 三郎
彩流社

鉄条網に囲まれた生活のなかで、ペンとインクと数枚の紙によって自らの証しともい
うべき新聞が発行された。当時の読者と記者による新聞発行の苦労と苦難に耐え
抜いた1つの集団の、戦後における出発点を再確認する精神の軌跡。

日本文学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-008-0

1980

*1030945558*
宮澤賢治物語
竹沢 , 克夫
彩流社

「雨ニモマケズ 風ニモマケズ……」この詩は大トランクの袖ポケットに入った手
帳の中から死後、発見された。詩人、童話作家、宗教者、農業技術者……孤高
の詩魂と熱情に生き、安住を拒否し、意志に殉じた賢治37年の生涯を描く。

日本文学
同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-226-8

1992

*1030945550*
祝祭と修羅 ―全共闘文学論―
黒古 , 一夫
彩流社

全共闘運動を素材とした作品群に初めて「全共闘文学」という呼称を付与した著
者が、三田誠広、高城修三、山川健一、立松和平、桐山襲、兵頭正俊らの小
説及び、永田洋子、大道寺将司らの手記を通して、同世代体験と文学を論じる。

日本文学
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-073-8

1985

*1030945526*
戦野の詩 ―証言・比島作戦の綴り―
村田 , 三郎平
彩流社

太平洋戦争で最大の激戦地となったフィリピン戦線に従軍した将兵及び在留邦人
の出陣・開戦から敗戦・帰還まで、
さらに戦後の遺骨収集や戦跡巡拝等の折々に綴っ
た和歌を中心に日記や戦記700冊の中から当時の肉声を集めた貴重書。

日本文学
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-070-7

1985

*1030945532*
電子文学論

日本文学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
コンピュータゲーム、ヴァーチャル・リアリティ、サイバーパンク、マルチメディアな 冊子版 978-4-88202-269-5
榎本 , 正樹
彩流社

どコンピュータ・テクノロジーと混成的に関わる現代文学の過去・現在・未来を辿
るサイバー・クリティークの誕生。詳細な参考文献。映像資料付。

1993

*1030945538*
亡命者帰らず ―天皇テロル 子供たち―
野崎 , 六助
彩流社

山谷でテロルに斃れた映画作家佐藤満夫への哀感、ニュー・ウェーブの旗手笠
井潔、竹田青嗣、桐山襲への本格的批評、“いじめ”の縮図、子供たちの「浮浪者」
襲撃事件などをテーマに、失われゆく同時代体験の意味を問う書下し評論。

日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-080-6

1986

*1030945548*
夕日と黒 パン
中井 , 三好
彩流社

満州国の崩壊、そしてシベリア抑留へ。望郷の念にかられながらも、自分の信念
に順じ、苛酷な条件下での労働と“ 民主化 ” の嵐の中で自己を貫いた一憲兵曹長
の軌跡を通して描く極限下の人間模様。戦争とは？平和とは何かを問う。

日本文学
同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-151-3

1989

*1030945555*
31

世説新語で読む竹林の七賢 〈漢文ライブラリー〉
大上正美
（おおがみ・まさみ）
著
朝倉書店

2世紀後半の後漢から5世紀初めの東晋末までの個性的な知識人たちの言動を収
集した逸話集「世説新語」から、「竹林の七賢」と称される、苛酷な魏晋交代期
を生きた7人の言動を紹介。原文、現代日本語訳、解説等を収録する。

中国文学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎923.4 件名◎世説新語 オセ
220p
冊子版 978-4-254-51589-3 2019.06

*1031873806*
本邦における三国志演義受容の諸相

中国文学

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎923.5 件名◎三国志演義 ナホラ
東アジア共通の古典「三国志演義」を、日本人はどのように読んだのか。その受 533,31p
容の諸相を明らかにするとともに、絵画資料や日本人の思想・歴史観にも言及する。 冊子版 978-4-585-29179-4 2019.02
長尾直茂
（ながお・なおしげ）
著
勉誠出版

人名索引、三国志人名・事項索引付き。

*1032418951*
韓国近代小説史 1890-1945
金栄敏
（きむ・よんみん）
著
東京大学出版会

三ツ井崇
（みつい・たかし）
訳

1890年代以降の朝鮮において、ストーリー性を持つ文学作品はいかに生まれて定
着したか。近代朝鮮における小説の形成を、西洋的小説の誕生を基準に論じるの
ではなく、メディアに着目し朝鮮社会の文脈のなかで問い直す。

中国文学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 36,300円 + 税
分類◎ 件名◎小説
（朝鮮）
－歴史 キカ
418,6p
冊子版 978-4-13-086060-4 2020.07

*1031873748*
中央駅

中国文学

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 3,630円 + 税
分類◎929.13 キチ 302p
ホームレスに転落した若い男は、駅前に流れ着いてまもなく、全財産といえるカバン 冊子版 978-4-7791-2611-6 2019.11
キムヘジン著
彩流社

生田美保
（いくた・みほ）
訳

を同じくホームレスの女に盗まれてしまい…。ホームレスがたむろする中央駅を舞台に、
どん底に堕とされた男女の哀切な愛を描き出す長編小説。

DL不可 EPUB

*1031301251*
〈連載版〉マーク・トウェイン自伝
マーク・トウェイン著
彩流社

里内克巳
（さとうち・かつみ）
訳

マーク・トウェインが、晩年に発表した唯一の自伝テクスト。速記者を聴き手に気の
向くままに自らの歩みを語る。「トム・ソーヤー」 等に使われたエピソードなど、文学
者トウェインその人と、作品の理解に役立つ。

英米文学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎トウェーン,マークトレト
468,8p
冊子版 978-4-7791-2676-5 2020.05

*1032019535*
『ジェーン・エア』の作者って、どんな人 ?
シャーロット・ブロンテの素顔

英米文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎930.268 件名◎ブロンテ,シャーロッ
ト ナジブ 120p
男性絶対優位社会にあって、“カラー・ベル”のペンネームで登場し、
「ジェーン・エア」 冊子版 978-4-7791-1803-6 2012.06
中岡洋
（なかおか・ひろし）
著
彩流社

という英文学史上に輝く金字塔を遺したシャーロット・ブロンテ。その生きざまを、写
真や図版とともにわかりやすく紹介する。

ジェイン・オースティン研究の今 同時代のテクストも視野に入れて

DL不可 EPUB

*1031480111*
英米文学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎930.268 件名◎オースティン,ジェー
ジェイン・オースティンの作品と時代との関わり、技法、他作家作品とオースティン ン ■ジオ 382,14p
との関わり、同時代に活躍した他作家の作品について、最前線の研究者たちが論 冊子版 978-4-7791-2287-3 2017.04
日本オースティン協会編
彩流社

じる。

*1031460162*
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シャーロック・ホームズ 語辞典

ホームズにまつわる言葉をイラストと豆知識でパイプ片手に読み解く

英米文学

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
北原尚彦
（きたはら・なおひこ）
文 えのころ工房絵
分類◎930.268 件名◎シャーロック・ホー
誠文堂新光社
ムズ キシド 191p
「正典」「登場人物」「登場アイテム」「関連作品」「関連人物」など、シャーロッ 冊子版 978-4-416-51969-1 2019.12

ク・ホームズにまつわる言葉をイラストとともに収録。折り込みのすごろく等付き。ジャ
ケットそでに切り取って作るすごろくのコマあり。

ディケンズとアメリカ ―19世紀アメリカ事情―

*1032326717*
英米文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
1842年と1867年のアメリカ旅行の実態を、『アメリカ紀行』や手紙、秘書 パトナ 冊子版 978-4-88202-492-7
川澄 , 英男
彩流社

ムの手記、当時の新聞、会見者の日記などを手がかりに復元。作家ディケンズを
迎えた若きアメリカ社会とそこに何かを求めるディケンズの本質に迫る。

1998

*1032019515*
アフリカ ―文学的イメ－ジ―

英米文学

同時アクセス1 15,378円 + 税
同時アクセス3 23,067円 + 税
分類◎
白人にとって冒険や搾取の対象であった時代から、豊かな多様性と独自のアイデン 冊子版 978-4-88202-230-5
マ－ティン・タッカ－山崎勉
彩流社

ティティを主張する様々なアフリカ像を多数の文学作品の歴史、社会的背景を踏え
て描き、地域や年代による特徴を浮き彫りにする比較文学的試みの名著。

1992

*1031980154*
洋書天国へようこそ 深読みモダンクラシックス
宮脇孝雄
（みやわき・たかお）
著
アルク

かつて読んだ名著の魅力を再発見 ! 長年膨大な洋書におぼれてきた翻訳家が、主
に20世紀の英語の古典を、作品の一部の原文・訳文を引用しながら紹介する。
『マ
ガジンアルク』連載に加筆修正し単行本化。

英米文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎930.27 件名◎小説
（イギリス）ミヨ
262p
冊子版 978-4-7574-3353-3 2019.07

*1031155884*
洋書天国へようこそ 深読みモダンクラシックス
宮脇孝雄
（みやわき・たかお）
著
アルク

かつて読んだ名著の魅力を再発見 ! 長年膨大な洋書におぼれてきた翻訳家が、主
に20世紀の英語の古典を、作品の一部の原文・訳文を引用しながら紹介する。
『マ
ガジンアルク』連載に加筆修正し単行本化。

英米文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎930.27 件名◎小説
（イギリス）ミヨ
262p
冊子版 978-4-7574-3353-3 2019.07
DL不可 EPUB

*1031155888*
ヘミングウェイの時代 ―短編小説を読む―
日下 , 洋右
彩流社

ヘミングウェイの短篇小説は1923年から33年までの十年間に出版されており、長篇
『日はまた昇る』と『武器よさらば』を含めれば、最も多産で充実した時期であっ
たといえる。ヘミングウェイ文学の核心をなす短篇小説を研究者たちが独自の理論
を展開し、最新の文学研究の成果を取り入れ、その文学的本質に迫る。

ロレンスのイタリア
上村 哲彦
彩流社

Ｄ・Ｈ・ロレンスのイタリア紀行三部作『イタリアの薄明』『海とサルデニア』『エ
トルリア遺跡』を論じた本邦初の評論集。著者自らが作品に描かれた地を訪れ、
イタリアの持つ肉感性とロレンスの知性が見事に融合していくさまを克明に描く。ロ
レンスという作家にとっての「邂逅」と「退行」と「再生」といったひとつの循環
の輪が理解できる。

英米文学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-516-0

1999

*1032019519*
英米文学
同時アクセス1 7,048円 + 税
同時アクセス3 10,573円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-399-9

1996

*1031980120*
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アメリカ文学の冒険 ―空間の想像力―

英米文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
アメリカ文学が20世紀初頭から中葉にかけて第二の興隆期を迎え、小説分野にお 冊子版 978-4-88202-488-0
原川 , 恭一
彩流社

いては「アメリカ小説の時代」と言いうる昂揚が現出した。そして、さまざまな個
性が激変する社会と連動しながら文壇を華麗に彩った。なかでもフォークナーがそ
の扉を押し開き、自らも長いあいだ中枢であり続けた。この興隆には多くの研究者が
目を向け論文が執筆された。

ウォルコットとヒーニー ―ノーベル 賞詩人を読む―

1998

*1032019512*
英米文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
カリブ 海のデレック・ウォルコットとアイルランドのシェイマス・ヒーニーのノーベル 冊子版 978-4-88202-489-7
徳永 , 暢三
彩流社

文学賞詩人。周縁から普遍へ、ポストコロニアル世界から表出された感性豊かな
同時代の声。詩を数多く引用し、作品を対象としたエッセイ集。

1998

*1032019513*
ウィルキー・コリンズ 短編選集

SELECTED SHORT STORIES OF WILKIE COLLINS

ウィルキー・コリンズ 著
彩流社

北村みちよ
（きたむら・みちよ）
編訳

シリアスに、ときにユーモラスに語られる市井の人々が直面する謎、秘密、運命…。
はたして結末は!? ヴィクトリア朝屈指のストーリーテラー、ウィルキー・コリンズが贈る、
味わいの異なる5つの物語。

それはどっちだったか

英米文学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎933.6 コウ 257p
冊子版 978-4-7791-2192-0 2016.02
DL不可 EPUB

*1032019550*
英米文学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎933.6 トソ 477p
南北戦争前のアメリカ南部の田舎町。〈噓〉をつくことによって果てしなく堕ちていく 冊子版 978-4-7791-2094-7 2015.03

マーク・トウェイン著
彩流社

里内克巳
（さとうち・かつみ）
訳

町の名士を描く。グロテスクで残酷な笑いと悪夢の物語。トウェイン晩年の未発表
作品の邦訳。原型となった短編も収録。

*1032019546*
それはどっちだったか

英米文学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎933.6 トソ 477p
南北戦争前のアメリカ南部の田舎町。〈噓〉をつくことによって果てしなく堕ちていく 冊子版 978-4-7791-2094-7 2015.03

マーク・トウェイン著
彩流社

里内克巳
（さとうち・かつみ）
訳

町の名士を描く。グロテスクで残酷な笑いと悪夢の物語。トウェイン晩年の未発表
作品の邦訳。原型となった短編も収録。

DL不可 EPUB

*1032019549*
RAW DATA 〈PEAK books〉

英米文学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎933.7 ロロ 371p
研究成果が有名誌にアクセプトされ、バラ色の未来を歩みだす若手科学者クロエ。 冊子版 978-4-7581-1212-3 2020.04
ペルニール・ロース著 日向やよい
（ひむかい・やよい）
訳
羊土社

祝福しつつ、焦りが募る同僚のカレン。ふとした偶然からデータの齟齬が明らかに
なり…。研究の喜びと不正の本質に迫るクロエとカレンの物語。

*1032323722*
鼻持ちならぬバシントン
サキ著 花輪涼子
（はなわ・りょうこ）
訳
彩流社

20世紀初頭のロンドン。豪奢な社交界を舞台に、独特の筆致で描き出される親子
の不器用な愛と絆－。シニカルでブラックユーモアに溢れた世界観が特徴の短篇
作品の巧手 サキによる長篇小説。

英米文学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎933.7 サハ 237p
冊子版 978-4-7791-2595-9 2019.07
DL不可 EPUB

*1032019552*
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北斎と応為 The Ghost Brush 上

英米文学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎933.7 件名◎葛飾応為－小説 ゴ
浮世絵師・北斎の娘は、父をも凌ぐ天才絵師だった! 「美人画ではかなわない」と ホ 265p
北斎に言わしめた娘・お栄。江戸時代の実在の絵師ながら、謎に包まれた“もうひ 冊子版 978-4-7791-2027-5 2014.06

キャサリン・ゴヴィエ著 モーゲンスタン陽子訳
彩流社

とりの北斎 ” の生涯を描き出す。

*1031210645*
北斎と応為 The Ghost Brush 下

英米文学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎933.7 件名◎葛飾応為－小説 ゴ
偉大なる父・北斎を支え、その影として生きる娘。父への愛と、自らの筆に込められ ホ 309p
た渇望…。葛飾応為に魅せられたカナダ人女性作家が、浮世絵に秘められた真 冊子版 978-4-7791-2028-2 2014.06

キャサリン・ゴヴィエ著 モーゲンスタン陽子訳
彩流社

実の物語を描き出す。

*1031210646*
74歳の日記

英米文学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎935.7 サナ 329p
73歳の冬に脳梗塞を起こし、気づいたことがあった。「健康な人には分からないこと 冊子版 978-4-622-08852-3 2019.10

メイ・サートン著
みすず書房

幾島幸子
（いくしま・さちこ）
訳

がある」と－。どんなときにも人生の探検者でありつづける詩人で小説家のサートンが、
ふたたび元気になるまでを綴った日記。

*1031533251*
パトリックと本を読む 絶望から立ち上がるための読書会
ミシェル・クオ著
白水社

神田由布子
（かんだ・ゆうこ）
訳

もっとも才能のあった教え子が罪を犯した。教え子 パトリックとの面会のため拘置所
に通う教師で法学生のミシェル。ともに本を読むことで、貧困からくる悪循環にあえ
ぐ青年の心に寄り添おうとする。自己発見と他者理解の記録。

英米文学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ 件名◎読書会 クパ 393p
冊子版 978-4-560-09731-1 2020.04
DL不可 EPUB

*1032295357*
ホロコーストを生き抜く 母の伝記と娘の回想
イレーナ・パウエル 著
彩流社

河合秀和
（かわい・ひでかず）
訳

これは、乳飲み子を抱えた母親が、死神を騙し抜いて生き延びた話－。ナチ占領
下での戦時の体験、戦後のポーランド・イスラエル・ドイツなどで味わった苦難の
歳月…。娘である著者が、母の言葉を通してその生涯を綴る。

英米文学
同時アクセス1 12,650円 + 税
同時アクセス3 31,570円 + 税
分類◎936 件名◎ホロコースト
（1939～
1945）パホ 437,6p
冊子版 978-4-7791-2428-0 2018.03
DL不可 EPUB

*1031579545*
喜劇としての国際ビジネス 私が出会った〈一流〉という名の怪優たち
ダニエル・レヴィン著
創元社

松田和也
（まつだ・かずや）
訳

斬新な金融プログラムを引っ提げ、世界を股にかけて活躍する法律家レヴィンが
過去20年間に遭遇した、信じられない実話を紹介。権力者の虚像を剝ぎ、ビジネス・
エリートのペテン師ぶりをあらわにした爆笑ノンフィクション。

英米文学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎936 レキ 311p
冊子版 978-4-422-34001-2 2017.12
DL不可 EPUB

*1031325330*
大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件

なぜ美しい羽は狙われたのか
カーク・ウォレス・ジョンソン著
化学同人

矢野真千子
（やの・まちこ）
訳

大英自然史博物館から約300羽の鳥の標本が消えた。世にも美しい鳥が行きつい
た先は、希少な羽で毛針を制作する愛好家たちの世界だった－。2009年6月に起き
た盗難事件の真相に迫る犯罪ルポルタージュ。

英米文学
同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎936 件名◎窃盗 ジダ 381p 図版
16p
冊子版 978-4-7598-2013-3 2019.08
DL不可

*1030990111*
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アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー（マーク・トウェイン
コレクション 16）
マーク・トウェイン
彩流社

喧嘩相手の一撃で気絶して意識を取り戻してみると、そこは騎士道精神に貫かれ
た6世紀のイギリスであった。主人公 ハンク・モーガンは、近代科学の知識を駆
使したことからアーサー王の目に止まり、多くの改革や教育に手を染める。そして、
みずからも諸国遍歴の旅へ出て、数々の冒険を体験していく。

アメリカの爵位権主張者（マーク・トウェインコレクション 12）
マーク・トウェイン
彩流社

産業社会が開花する19世紀末のアメリカ社会の混乱を鋭く体現した奇想天外な物
語。『金メッキ時代』の15年後の2カ月間を描く本書は、空想癖のある爵位権主
張者と、平等主義に憧れる英国の子爵との奇妙な出会いを描く傑作。本邦初訳。

英米文学
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-538-2

2000

*1030945493*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-533-7

1999

*1030945488*
トム・ソーヤーの冒険【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレ
クション 6）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

冒険小説の古典として文学史にのこる名作は意外に知られていない？ 自由奔放な
少年トムとハックを中心に描く本書は、少年少女小説の形式をとりながらも、当時の
閉塞したアメリカ社会への批判を根底に秘めた大人のメルヘンであった。

ハックルベリィ・フィンの冒険【スマホ・読上】
（マーク・トウェ
インコレクション 7）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「トム・ソーヤーの冒険」の続編にあたる本書は、放浪を宿命づけられたハックを主
人公に描いたもので、“ 南部人 ”としてのトウェインの顔が随所に現れた作品として
も論争の的になっている。巻末に新たに発見された原稿を追補。

ハワイ通信（マーク・トウェインコレクション 15）
マーク・トウェイン
彩流社

サンフランシスコ「ユニオン紙」の特派員トウェインが、併合前（1866年）の知
られざるカメハメハ五世治世下のハワイ王国の風景・気候・歴史・政治・伝説・
宗教・生活、そして馬や猫の話までを活写した貴重な現地報告！旅行記の体裁をとっ
た本書は、その後の紀行作家の先駆をなす書となった。

マーク・トウェインスピーチ集（マーク・トウェインコレクション 17）
マーク・トウェイン
彩流社

本書はマーク・トウェインのアメリカを物語る40年に及ぶ講演の記録である。本書
に登場するアメリカを代表する多彩な顔ぶれ、19世紀から20世紀にかけての歴史
的諸問題に真摯に向き合ったトウェインの素顔や人生観を垣間みることのできる貴
重な書である。

マーク・トウェイン新研究 ―夢と晩年のファンタジー―
（マー
ク・トウェインコレクション 20）
有馬 , 容子
彩流社

名作『ハックルベリィ・フィンの冒険』の「脱出のエピソード」から、後期に多数
書かれた未完の作品、
『ミステリアス・ストレンジャー44号』までの作品を通し、トウェ
インの「ファンタジーの世界」を今注目の研究者が初めて明かす。日本におけるトウェ
イン関係の詳細な文献目録付き。
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英米文学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-375-3

1996

DL不可 EPUB

*1030945581*
英米文学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,650円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-386-9

1996

DL不可 EPUB

*1030945582*
英米文学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-537-5

2000

*1030945492*
英米文学
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 15,620円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-539-9

2001

*1030945494*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-543-6

*1030945498*

2002

まぬけのウィルソンとかの異形の双生児【スマホ・読上】
（マー
ク・トウェインコレクション 1）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「まぬけのウィルソン」は、指紋採集を趣味とする弁護士が、黒人と白人の取替え、
そして殺人事件に至る悲喜劇を解決するミステリー作品の原点。「かの異形の双
生児」は、奇形のイタリア貴族が米国で巻き起す南北戦争時代のコミカル劇。

ミシシッピの生活 下【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレ
クション 2B）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「ハックルベリィ・フィンの冒険」の素地となった作品。前半はマーク・トウェイン自
身の4年間の水先案内人時代の生活を描き、後半は、21年ぶりに訪れたミシシッピ
川やその流域の変貌を描く。当時の状況を知る優れた風土記でもある。

ミシシッピの生活 上【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレ
クション 2A）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「ハックルベリィ・フィンの冒険」の素地となった作品。前半はマーク・トウェイン自
身の4年間の水先案内人時代の生活を描き、後半は、21年ぶりに訪れたミシシッピ
川やその流域の変貌を描く。当時の状況を知る優れた風土記でもある。

ミステリアス・ストレンジャー44号【スマホ・読上】
（マーク・ト
ウェインコレクション 5）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

時代は中世。舞台はオーストリアの古城。超能力を持つ正体不明のストレンジャー
44号に「分身」と「本体」に分裂した人間像を与え、その自由奔放な行動を通じ
て、「無意識」という名の人間の深層心理を浮き彫りにした先駆的作品。

ヨーロッパ 放浪記 下【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコ
レクション 8B）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“ 旅人 ”トウェインの長編紀行 “A Tramp Abroad” の本邦初訳。1878年、百余
年前のドイツを行くトウェイン、ある時には勇者ビスマルクを論じ、ワグナーを語り、
ターナーを描く。下巻はスイス、イタリアを旅し、ヨーロッパを語る。

ヨーロッパ 放浪記 上【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコ
レクション 8A）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“ 旅人 ”トウェインの長編紀行 “A Tramp Abroad” の本邦初訳。1878年、百余
年前のドイツを行くトウェイン、ある時には勇者ビスマルクを論じ、ワグナーを語り、
ターナーを描く。下巻はスイス、イタリアを旅し、ヨーロッパを語る。

王子と乞食（マーク・トウェインコレクション 13）
マーク・トウェイン
彩流社

歴史上実在の英国国王 ヘンリー8世の死からその息子 エドワード6世即位までの期
間を背景に、人間の残酷さと優しさを、皇太子 エドワードと少年トムを主人公に“と
りかえばや物語 ”として描いた初の歴史小説。

英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-322-7

1994

DL不可 EPUB

*1030945575*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-327-2

1995

DL不可 EPUB

*1030945577*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-326-5

1994

DL不可 EPUB

*1030945576*
英米文学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-361-6

1995

DL不可 EPUB

*1030945580*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-404-0

1996

DL不可 EPUB

*1030945584*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-403-3

1996

DL不可 EPUB

*1030945583*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-534-4

1999

*1030945489*
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金メッキ時代 下（マーク・トウェインコレクション 19B）
M・トウェイン
彩流社

南北戦争後の バブルに躍った人びとを風刺した本書は、「金メッキ時代」(The
Gilded Age)という歴史に残る言葉をつくった。投機熱にわく西部、ウォール街の金
融家、成金貴族たちなどの姿は、古くて新しい諸問題の手がかりを提供してくれる
文明批評家トウェインの面目躍如の書である。

金メッキ時代 上（マーク・トウェインコレクション 19A）
M・トウェイン
彩流社

南北戦争後の バブルに躍った人びとを風刺した本書は、「金メッキ時代」(The
Gilded Age)という歴史に残る言葉をつくった。投機熱にわく西部、ウォール街の金
融家、成金貴族たちなどの姿は、古くて新しい諸問題の手がかりを提供してくれる
文明批評家トウェインの面目躍如の書である。

細菌 ハックの冒険【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレク
ション 9）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

生物実験で本当は鳥になるはずだったのに、コレラ菌になってしまった主人公は人
間の体内に入る。そこには騒然とした細菌国家があった……。当時、世界的に注
目を浴びていたダーウィンの『進化論』への痛烈な批判を込めて描く。 本邦初訳。

人間とは何か ? 【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレクショ
ン 4）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“ソクラテスになったマーク・トウェイン”。老人と若者との対話形式で、近代社会を
支える人間存在を、自らの欲望で動く「機械」にすぎないと断言するパラドックス
的人間論。作者晩年の代表作でペシミズムの影が現れた哲学的な作品。

西部放浪記 下（マーク・トウェインコレクション 11B）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインが銀鉱採掘ブームにわく西部のネヴァダへ向け兄と共に出発するところか
ら始まる本書は、カーソン、ヴァージニア、サンフランシスコ、ハワイと5年半にわ
たる旅で見た西部の自然と生活を文学者の眼で鋭く描く。本邦初の完訳。

英米文学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-542-9

2002

*1030945497*
英米文学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-541-2

2001

*1030945496*
英米文学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-416-3

1996

DL不可 EPUB

*1030945585*
英米文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-350-0

1995

DL不可 EPUB

*1030945579*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-532-0

1998

*1030945487*
西部放浪記 上（マーク・トウェインコレクション 11A）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインが銀鉱採掘ブームにわく西部のネヴァダへ向け兄と共に出発するところか
ら始まる本書は、カーソン、ヴァージニア、サンフランシスコ、ハワイと5年半にわ
たる旅で見た西部の自然と生活を文学者の眼で鋭く描く。本邦初の完訳。

英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-531-3

1998

*1030945486*
赤道に沿って 下（マーク・トウェインコレクション 14B）
マーク・トウェイン
彩流社

英米文学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
本邦初訳！ トウェイン研究者として有名な 冊子版 978-4-88202-536-8

世界講演旅行の後編は大インド紀行
ニューヨーク市立大学教授のフレッド・キャプランの解説付。

*1030945491*
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2000

赤道に沿って 上（マーク・トウェインコレクション 14A）
マーク・トウェイン
彩流社

事業に失敗したトウェインは借金返済のため一年間にわたる世界講演旅行に出か
ける。その訪問先はフィジー、オーストラリア、ニュージーランド、セイロン、インド、
南アフリカである。好奇心旺盛な彼はここでも鋭い観察力を発揮する。本邦初訳。

英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-535-1

1999

*1030945490*
地球からの手紙 ; アダムとイヴの日記 ; クリスチャン・サイ
エンス【スマホ・読上】
（マーク・
トウェインコレクション 3）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“キリスト教と性 ”をテーマとした表題作は、「大天使」サタンに擬し、人間のもつ
偽善性を赤裸々に描く。「アダムとイヴの日記」は、「創世記」にヒントをえてトウェ
インの女性観を披露した作品。「クリスチャン・サイエンス」は本邦初訳。

地球紀行（マーク・トウェインコレクション 18）

英米文学
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-344-9

1995

DL不可 EPUB

*1030945578*
英米文学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎
知られざるトウェインの魅力を満載した貴重な未発表品集！ 本邦初訳の
『地球紀行』 冊子版 978-4-88202-540-5

マーク・トウェイン
彩流社

は、ほぼ年代順に編集されている点で、トウェインの作家人生を辿る道しるべとなっ
ている。

2001

*1030945495*
地中海遊覧記 下【スマホ・読上】
（マーク・
トウェインコレクショ
ン 10B）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインを空前のベストセラー作家にしたアメリカの “ お上りさん” の旅。豪華蒸
気船に乗りジブラルタル海峡を渡り、フランス、イタリア、ギリシア、トルコ、パレ
スチナ、エジプト、スペインなど地中海沿岸を回遊した紀行文学の傑作。

地中海遊覧記 上【スマホ・読上】
（マーク・
トウェインコレクショ
ン 10A）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインを空前のベストセラー作家にしたアメリカの “ お上りさん” の旅。豪華蒸
気船に乗りジブラルタル海峡を渡り、フランス、イタリア、ギリシア、トルコ、パレ
スチナ、エジプト、スペインなど地中海沿岸を回遊した紀行文学の傑作。

オーウェル 暦年事典
大石 , 健太郎
彩流社

オーウェルの伝記的研究の第一人者による画期的な年譜。伝記事項／著作／手
紙／住居・旅行／家族消息／友人消息／補遺の各項目ごとに詳細に生涯を跡づ
けた。オーウェルや同時代人の証言をコラムとして挿入。付、系図、文献一覧。

英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-429-3

1997

DL不可 EPUB

*1030945587*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-427-9

1997

DL不可 EPUB

*1030945586*
英米文学
同時アクセス1 40,040円 + 税
同時アクセス3 60,060円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-330-2

1995

*1030945515*
スティーヴ・エリクソン（現代作家ガイド 2）
越川 , 芳明
彩流社

メルヴィル、フォークナーの後継者と目さる作家 エリクソン。その創作の源を文学だ
けでなく、ロック、映画、コミック等のサブカルチャーにも求め、実像に迫る。彼の
多様性を探るべく、宮内勝典、島田雅彦他、多彩な執筆陣の論考を収録。

英米文学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-402-6

1996

*1031132316*
39

ハズリット箴言集 ―人さまざま―
W. ハズリット
彩流社

こざかしい人間と偽善者と口先ばかりの小才子がはびこる今の世の中で、ともすれ
ば見失われがちな大切なことをハズリットは私たちに思い出させてくれる。それは、
この世から何が失われようと、偉大な気高いものを消し去ることは誰にもできない、そ
してそれを探し求め、いつくしむことこそ、私たちの人生を実り多いものにする、とい
うことである。（R･H･ブライズ）

ロビンソン・クルーソーの世界

英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-185-8

1990

*1030945542*
英米文学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
本書は、作者ダニエル・デフォーの足跡を18世紀初頭の社会情勢の中に位置付け、 冊子版 978-4-88202-047-9
落合 , 幸二
彩流社

なぜ自分の著作としてではなく“クルーソー”の自叙伝として刊行したかを明らかにし、
通俗的な“ロビンソン物語 ”に秘められた時代精神を解明した労作。

1984

*1030945561*
アウステルリッツ 新装版
W.G.ゼーバルト著
白水社

鈴木仁子
（すずき・ひとこ）
訳

アントワープ、ロンドン、プラハ…。ウェールズの建築史家アウステルリッツの欧
州を巡る遍歴は、封印されていた記憶を呼び起こし、個人と歴史の深みに降りてい
く旅だった－。仮構の人物が〈私〉に暴力と権力の歴史を語る物語。

ドイツ文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎943.7 ゼア 298p
冊子版 978-4-560-09748-9 2020.02
DL不可 EPUB

*1032379099*
破滅者

ドイツ文学

トーマス・ベルンハルト著
みすず書房

岩下眞好
（いわした・まさよし）
訳

グレン・グールドおよび、グールドが「破滅者」と呼んだヴェルトハイマーを主人公
にした表題作ほか、実名の音楽家や芸術家を織り交ぜながら、著者の回想の形式
で進行する小説全2作品を収録。

同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎943.7 ベハ 385p
冊子版 978-4-622-08846-2 2019.11

*1031616152*
エリ・ヴィーゼルの教室から 世界と本と自分の読み方を学ぶ

フランス文学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎950.278 件名◎ヴィーゼル ,エリ
自らを「教師」と定義していた「ホロコーストの証人」。25年間にわたる著者の日 バエヴ■■■ビ 304p
記、5年分の授業ノート、エリ・ヴィーゼルから教えを受けた世界中の学生たちとの 冊子版 978-4-560-09720-5 2019.10
アリエル・バーガー著
白水社

園部哲
（そのべ・さとし）
訳

インタビューをもとに、エリ・ヴィーゼルの教えを詳解する。

DL不可 EPUB

*1031629274*
ジョルジュ・バタイユ 行動の論理と文学

フランス文学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎950.278 件名◎バタイユ ,ジョル
ジョルジュ・バタイユの生涯にわたる思索の歩みを、「行動」と「文学」というふ ジュ イジバ 236,100p
たつの主題の相関に着目しながら検討。戦争に抗い、社会と自己の変革をめざして 冊子版 978-4-13-016036-0 2018.03
石川学
（いしかわ・まなぶ）
著
東京大学出版会

紡ぎ出された精緻な行動の論理を解明する。

*1031224171*
ボードレールの自己演出 『悪の花』における女と彫刻と自意識

フランス文学

同時アクセス1 31,350円 + 税
同時アクセス3 47,025円 + 税
分類◎951.6 件名◎悪の華 オボボ
青年は愛する女を彫刻化することによって詩人になった－。近代フランスを代表する 497,24p
詩人・美術批評家ボードレール。詩集「悪の花」 各版の詩篇と異同を丁寧に読 冊子版 978-4-622-08858-5 2019.11

小倉康寛
（おぐら・やすひろ）
著
みすず書房

み込み、「近代人の成長の物語」を演出した詩人像を析出する。

*1031616153*
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授業 / 犀 ベスト・オブ・イヨネスコ 新装版
ウージェーヌ・イヨネスコ著
白水社

安堂信也
（あんどう・しんや）
ほか訳

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。表題作ほか、パスティーシュの原点ともいえる「禿の女歌手」、前衛劇のモ
ダン・クラシック「椅子」など全6篇を収録する。

フランス文学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎952.7 イジ 317p
冊子版 978-4-560-09752-6 2020.02
DL不可 EPUB

*1031889423*
ボミューニュの男
ジャン・ジオノ著
彩流社

フランス文学

山本省
（やまもと・さとる）
訳

頑迷固陋な農民に幽閉されている女性を救うのは、アメデの献身的な友情と、雄
弁なハーモニカの音楽と、アルバンの高邁な精神の力であった－。アメデがアンジェー
ル救出劇の一部始終を物語る。「牧神三部作」の第2作。

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎953.7 ジボ 232p
冊子版 978-4-7791-2632-1 2019.11
DL不可 EPUB

*1031889409*
結ばれたロープ

フランス文学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎953.7 フム 392p
畜産や農業や林業で生計をたてながらも、山への情熱にかりたてられる若者たちが、 冊子版 978-4-622-08881-3 2020.02

ロジェ・フリゾン=ロッシュ著
みすず書房

石川美子
（いしかわ・よしこ）
訳

困難や障害をのりこえて生きてゆく。すぐれた高山ガイドである著者が、卓越した描
写力と山への愛によって作り上げた小説。

*1031873757*
二番草

フランス文学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ ジニ 239p
小川の流れとひとりの女の魔術と力強い犂がこの再生の物語を支えている－。男と 冊子版 978-4-7791-2680-2 2020.05

ジャン・ジオノ著
彩流社

山本省
（やまもと・さとる）
訳

女の再生、農業の復活、廃墟同然だった村の復興の物語。
「丘」
「ボミーニュの男」
に続く「牧神三部作」の第3作。

*1032019540*
木を植えた男
ジャン・ジオノ
彩流社

樹木や森林の重要性をいち早く物語で表現したジオノ。世俗的な報酬をいっさい求
めることなく黙々と森林再生に努めたブフィエ。読者がそれぞれ自分の状況に応じて
この物語を楽しんで読めばいい。文学は多様な読み方が可能なのである。

フランス文学
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1182-2

2006

*1030945519*
モンテーニュの言葉 人生を豊かにする365の名言
モンテーニュ著
白水社

久保田剛史
（くぼた・たけし）
編

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、古典の名著「エセー」に収められた印象深い
名言を抜粋。モンテーニュの魅力的な思想や軽妙な語り口を味わえる一冊。

フランス文学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎957 モモ 195,41p
冊子版 978-4-560-09715-1 2019.09
DL不可 EPUB

*1031325339*
サドから
『星の王子さま』へ ―フランス小説と日本人―
（丸
善ライブラリー）
稲垣 , 直樹
丸善出版

日本の作家たちは、フランス小説をどう読んだか？そして、その結果なにが産まれた
のか？先人の学問的成果と著者独自の観点から、いまフランス小説をどう読みうる
かを探る。

フランス文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05107-8

1993

*1031210651*
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100人の作家で知るラテンアメリカ文学ガイドブック

スペイン文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 10,780円 + 税
分類◎ R960.29 件名◎ラテン アメリカ文
文学史的に重要と考えられる、19～21世紀のラテンアメリカ文学の作家とその代 学－作家－便覧 テヒ 231p
表作を網羅したガイドブック。人物像をよく伝える有名な逸話、興味深い裏話なども 冊子版 978-4-585-29194-7 2020.03
寺尾隆吉
（てらお・りゅうきち）
著
勉誠出版

盛り込む。

*1031616151*
エスプランディアンの武勲（いさおし） アマディス・デ・ガウラ 続

スペイン文学

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎963 ロエ 502,10p
コンスタンチノープル防衛のための異教徒トルコ軍との戦い。天下無敵の父アマディ 冊子版 978-4-7791-2651-2 2020.01
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ著
彩流社

岩根圀和
（いわね・くにかず）
訳

ス・デ・ガウラの子「コンスタンチノープル皇帝 エスプランディアン」の波瀾万丈
の世界を描く。「アマディス・デ・ガウラ」の続編。

*1032019542*
そよ吹く南風にまどろむ
ミゲル・デリーベス著
彩流社

喜多延鷹
（きた・のぶたか）
訳

20世紀スペイン文学を代表する作家デリーベスの中・短篇集。裸で突然死した
父に着物を着せようと奮闘する少年を描いた「死装束」など、自然、身近な人々、
子ども、死のテーマが過不足なく融合した4作品を所収。

スペイン文学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ デソ 266p
冊子版 978-4-7791-2671-0 2020.05

*1032019545*
そよ吹く南風にまどろむ
ミゲル・デリーベス著
彩流社

喜多延鷹
（きた・のぶたか）
訳

20世紀スペイン文学を代表する作家デリーベスの中・短篇集。裸で突然死した
父に着物を着せようと奮闘する少年を描いた「死装束」など、自然、身近な人々、
子ども、死のテーマが過不足なく融合した4作品を所収。

スペイン文学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ デソ 266p
冊子版 978-4-7791-2671-0 2020.05
DL不可 EPUB

*1032019548*
ボルヘス
『伝奇集』 迷宮の夢見る虎 〈世界を読み解く一冊の本〉
今福龍太
（いまふく・りゅうた）
著
慶應義塾大学出版会

ボルヘス「伝奇集」の多彩な謎をとりだして再物語化しながら、虎、無限、円環、
迷宮といったテーマをめぐる探究に誘う。ボルヘス流の仮構やたくらみを創造的に
模倣しつつ語られたボルヘス論。『三田文學』連載を単行本化。

スペイン文学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎963 件名◎伝奇集 イボボ 210p
冊子版 978-4-7664-2562-8 2019.12

*1031533215*
ポルトガルの海 ―フェルナンド・ペソア詩選―増補版

スペイン文学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎
「ピカソ、ジョイスら芸術家の特徴が同時代の詩人に凝縮されている」とＲ・ヤーコ 冊子版 978-4-88202-435-4
フェルナンド・ペソア
彩流社

ブソンによって激賞されたポルトガルの生んだ代表的詩人ペソアの65篇の詩を編む。
現代人の「無力」をその根源まで見抜き、詩に定着させた作品。

1997

*1031980194*
ソ連邦崩壊と文学 ―ロシア文学の興隆と低迷―

ロシア・ソビエト文学

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎
現代ロシア文学の変容過程と作家・作品俯瞰図の決定版。本書はペレストロイ 冊子版 978-4-88202-487-3
阿部 , 軍治
彩流社

カ発動の1985年から1995年までの約10年間を考察対象にする。その間にソ連邦
が消滅し、ロシア文学界は大きな混乱に陥り、その勢力図が大きく変わり、そして
全能に近かったソ連作家同盟が解体。その変容状況を筆者が観察し考えたままな
るべく詳しく記述。

42

*1032019511*

1998

トルストイと
「女」 博愛主義の原点

〈早稲田大学エウプラクシス叢書 023〉

ロシア・ソビエト文学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
佐藤雄亮
（さとう・ゆうすけ）
著
分類◎ 件名◎トルストイ,レフ・ニコラエヴィ
早稲田大学出版部
チ サトト 334p
幸福な家庭と理想的世界を結び付け、夢見たレフ・トルストイ。幼い頃死別した母 冊子版 978-4-657-20804-0 2020.06

をはじめ、その生涯を彩った女性たちとの体験は、数々の名作にどのように反映さ
れているのか。その「内なる女性像」から新たな解釈を試みる。

プーシキン ―饗宴の宇宙―

*1032383772*
ロシア・ソビエト文学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎
プーシキンの世界に〈饗宴〉というモチーフに注目して挑む作品批評。キイワード 冊子版 978-4-88202-483-5
郡 , 伸哉
彩流社

の〈饗宴〉は、飲食の宴だけでなく、愛の饗宴、血の饗宴（戦闘）
、詩想の饗宴、
さらには賭け事、決闘まで含み、プーシキンにおける〈饗宴〉は、生の謳歌から、
死との遭遇まで、さまざまなバリエーションを展開。

1999

*1032019510*
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