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西洋古典(思想)

1 西洋古典(思想) ソクラテスの弁明 / プラトン著 ; 納富信留訳 光文社, 2012. -- (光文社古典新訳文庫) 131.3||S||4

2 国家 / プラトン著 ; 藤沢令夫訳. -- 改版 上 岩波書店, 2008. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||601-7

3 国家 / プラトン著 ; 藤沢令夫訳. -- 改版 下 岩波書店, 2008. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||601-8

4 西洋古典(思想) 饗宴 / プラトン著 ; 中澤 務訳 光文社. 2013.9-- (光文社古典新訳文庫) 131.3||K||6

5 ニコマコス倫理学 / アリストテレス [著] ; 高田三郎訳. -- 改版 上 岩波書店, 2009. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||604-1

6 ニコマコス倫理学 / アリストテレス [著] ; 高田三郎訳. -- 改版 下 岩波書店, 2009. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||604-2

7 西洋古典(思想) 政治学 / アリストテレス [著] ; 田中美知太郎 [ほか] 訳 中央公論新社, 2009. -- (中公クラシックス) 311||S||95

8 形而上学 / アリストテレス [著] ; 出隆訳 上 岩波書店, 1959. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||604-3

9 形而上学 / アリストテレス [著] ; 出隆訳 下 岩波書店, 1959. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||604-4

10 西洋古典(思想) 生の短さについて : 他二篇 / セネカ著 ; 大西英文訳 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||607-1

11 西洋古典(思想) The Way Things Are / Lucretius, Lucretius, Lucretius Carus, Titus SMK Books. 2012.4 131.6||L||1

12 西洋古典(思想) 聖書 : 新共同訳 日本聖書協会, 2013 193||S||33

13 人生談義 / エピクテートス著〈Ｅｐｉｃｔｅｔ〉;鹿野 治助訳 上 岩波書店, 2013. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||608-1

14 人生談義 / エピクテートス著〈Ｅｐｉｃｔｅｔ〉;鹿野 治助訳 下 岩波書店, 2013. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||608-2

15 西洋古典(思想)
マルクス・アウレリウス「自省録」 / アウレリウス，マルクス著〈Ａｕｒｅｌｉｉ，
Ｍａｒｃｉ〉 ; 鈴木 照雄訳

講談社. 2006.--(講談社学術文庫） 131.5||M||3

16 エネアデス (抄) / プロティノス [著] ; 田中美知太郎, 水地宗明, 田之頭安彦訳 1 中央公論新社, 2007. -- (中公クラシックス) 131.9||E||1||1

17 エネアデス (抄) / プロティノス [著] ; 田中美知太郎, 水地宗明, 田之頭安彦訳 2 中央公論新社, 2007. -- (中公クラシックス) 131.9||E||1||2

18 西洋古典(思想) The Six Enneads of Plotinus / Plotinus Createspace Independent Pub. 2014.1 131.9||P||5

19 西洋古典(思想) 告白録 / アウグスティヌス [著] ; 宮谷宣史訳 教文館, 2012. -- (キリスト教古典叢書) 132.1||K||2

20 レオナルド・ダ・ヴィンチの手記 / レオナルド・ダ・ヴィンチ著 ; 杉浦明平 [編] 訳
上: 人生論, 文學, 「繪の
本」から

岩波書店, 1983. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||550-1

21 レオナルド・ダ・ヴィンチの手記 / レオナルド・ダ・ヴィンチ著 ; 杉浦明平 [編] 訳
下: 科学論, 技術, 手紙と
メモ

岩波書店, 1983. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||550-2

22 西洋古典(思想) 痴愚神礼讃 : ラテン語原典訳 / エラスムス著 : 沓掛良彦訳 中央公論新社, 2014. -- (中公文庫) 992||C||1

23 西洋古典(思想) 君主論 / マキアヴェリ [著] ; 池田廉訳 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 311.6||K||2

24 西洋古典(思想) キリスト者の自由 : 訳と注解 / マルティン・ルター著 ; 徳善義和訳 [注] 教文館, 2011 198.3||K||5

25 キリスト教綱要 / ジャン・カルヴァン/渡辺信夫--改訳版 第1篇第2篇 新教出版社. 2007.8 191||K||14||1・2
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26 キリスト教綱要 / ジャン・カルヴァン/渡辺信夫--改訳版 第3編 新教出版社. 2008.6 191||K||14||3

27 キリスト教綱要 / ジャン・カルヴァン/渡辺信夫--改訳版 第4編 新教出版社. 2009.2 191||K||14||4

28 エセー / モンテーニュ [著] ; 荒木昭太郎訳 1. 人間とはなにか 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 954||E||2||1

29 エセー / モンテーニュ [著] ; 荒木昭太郎訳 2. 思考と表現 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 954||E||2||2

30 エセー / モンテーニュ [著] ; 荒木昭太郎訳 3. 社会と世界 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 954||E||2||3

31 西洋古典(思想) 学問の進歩 / ベーコン著 ; 服部英次郎, 多田英次訳 岩波書店, 1974. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||617-1

32 リヴァイアサン / ホッブズ [著] ; 永井道雄, 上田邦義訳 1 中央公論新社, 2009. -- (中公クラシックス) 133.2||R||4||1

33 リヴァイアサン / ホッブズ [著] ; 永井道雄, 上田邦義訳 2 中央公論新社, 2009. -- (中公クラシックス) 133.2||R||4||2

34 西洋古典(思想) 省察 . 情念論 / デカルト [著] ; 井上庄七, 森啓, 野田又夫訳 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 135.2||D||19

35 西洋古典(思想) 方法序説 : ほか / デカルト [著] ; 野田又夫 [ほか] 訳 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 135.2||H||8

36 パンセ / パスカル [著] ; 前田陽一, 由木康訳 1 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 135.2||P||10||1

37 パンセ / パスカル [著] ; 前田陽一, 由木康訳 2 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 135.2||P||10||2

38 西洋古典(思想) エティカ / スピノザ [著] ; 工藤喜作, 斎藤博訳 中央公論新社, 2007. -- (中公クラシックス) 135.2||E||3

39 西洋古典(思想) 統治論 / ロック [著] ; 宮川透訳 中央公論新社, 2007. -- (中公クラシックス) 311||T||10

40 西洋古典(思想) モナドロジー ; 形而上学叙説 / ライプニッツ [著] ; 清水富雄, 竹田篤司, 飯塚勝久訳 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 134.1||M||1

41 法の精神 / モンテスキュー著 ; 野田良之 [ほか] 訳 上 岩波書店, 1989. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||5-1

42 法の精神 / モンテスキュー著 ; 野田良之 [ほか] 訳 中 岩波書店, 1989. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||5-2

43 法の精神 / モンテスキュー著 ; 野田良之 [ほか] 訳 下 岩波書店, 1989. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||5-3

44 西洋古典(思想) 哲学書簡 ; 哲学辞典 / ヴォルテール [著] ; 中川信, 高橋安光訳 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 135.3||T||3

45 西洋古典(思想) フランクリン自伝 / フランクリン [著] ; 渡邊利雄訳 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 289.3||F||23

46 西洋古典(思想) 人性論 / ヒューム [著] ; 土岐邦夫, 小西嘉四郎訳 中央公論新社, 2010. -- (中公クラシックス) 133.3||N||3

47 エミール / ルソー著 ; 今野一雄訳. -- 改版 上 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||622-1

48 エミール / ルソー著 ; 今野一雄訳. -- 改版 中 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||622-2

49 エミール / ルソー著 ; 今野一雄訳. -- 改版 下 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||622-3

50 西洋古典(思想) 社会契約論 / ルソー 岩波書店, 1983. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||623-3

51 西洋古典(思想) 人間不平等起原論 ; 社会契約論 / ルソー [著] ; 小林善彦, 井上幸治訳 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 311||N||8
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52 純粋理性批判 / カント [著] ; 中山元訳 1 光文社, 2010. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||J||7||1

53 純粋理性批判 / カント [著] ; 中山元訳 2 光文社, 2010. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||J||7||2

54 純粋理性批判 / カント [著] ; 中山元訳 3 光文社, 2010. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||J||7||3

55 純粋理性批判 / カント [著] ; 中山元訳 4 光文社, 2011. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||J||7||4

56 純粋理性批判 / カント [著] ; 中山元訳 5 光文社, 2011. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||J||7||5

57 純粋理性批判 / カント [著] ; 中山元訳 6 光文社, 2011. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||J||7||6

58 純粋理性批判 / カント [著] ; 中山元訳 7 光文社, 2012. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||J||7||7

59 実践理性批判 / カント著 ; 中山元訳 1 光文社, 2013. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||K||64||1

60 実践理性批判 / カント著 ; 中山元訳 2 光文社, 2013. -- (光文社古典新訳文庫) 134.2||K||64||2

61 西洋古典(思想) コモン・センス : 他三編 / トーマス・ペイン著 ; 小松春雄訳 岩波書店, 1976. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||106-1

62 人間精神進歩史 / コンドルセ、 渡邊誠訳 第一部 岩波書店, 2013. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||702-2

63 人間精神進歩史 / コンドルセ、 渡邊誠訳 第二部 岩波書店, 2013. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||702-3

64 西洋古典(思想) 隱者の夕暮 ; シュタンツだより / ペスタロッチー著 ; 長田新譯 --改版 岩波書店, 1982. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||703-1

65 西洋古典(思想) 精神現象学 / G.W.F.ヘーゲル [著] ; 長谷川宏訳 作品社, 1998 134.4||S||3

66 西洋古典(思想) 法哲学講義 / G・W・F・ヘーゲル [著] ; 長谷川宏訳 作品社, 2000 321.1||H||23

67 意志と表象としての世界 / ショーペンハウアー [著] ; 西尾幹二訳 1 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 134.6||I||1||1

68 意志と表象としての世界 / ショーペンハウアー [著] ; 西尾幹二訳 2 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 134.6||I||1||2

69 意志と表象としての世界 / ショーペンハウアー [著] ; 西尾幹二訳 3 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 134.6||I||1||3

70 西洋古典(思想) 読書について / ショーペンハウエル 岩波書店, 1983. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||632-2

71 西洋古典(思想) 功利主義論集 / J・S・ミル著 ; 川名雄一郎, 山本圭一郎訳
京都大学学術出版会, 2010. -- (近代社会思想
コレクション)

133.4||K||1

72 西洋古典(思想) 西国立志編 / サミュエル・スマイルズ著 ; 中村正直訳 講談社, 1981. -- (講談社学術文庫) 283||S||2

73 西洋古典(思想) 死にいたる病 ; 現代の批判 / キルケゴール [著] ; 桝田啓三郎訳 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 139||S||6

74 西洋古典(思想) 建築の七灯 / ラスキン著 ; 高橋松川訳 岩波書店, 1997. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||670-4

75 西洋古典(思想) ユートピアだより / ウィリアム・モリス作 ; 川端康雄訳 岩波書店, 2013. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||201-1

76 パース著作集 / パース [著] ; 米盛裕二編訳 1. 現象学 勁草書房, 1985 133.9||P||1||1

77 パース著作集 / パース [著] ; 内田種臣編訳 2. 記号学 勁草書房, 1986 133.9||P||1||2
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78 パース著作集 / パース [著] ; 遠藤弘編訳 3. 形而上学 勁草書房, 1986 133.9||P||1||3

79 西洋古典(思想) プラグマティズム / W. ジェイムズ著 ; 桝田啓三郎訳. -- 第42刷改版 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||640-1

80 西洋古典(思想) 悲劇の誕生 / ニーチェ [著] ; 西尾幹二訳 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 134.9||H||48

81 ツァラトゥストラ / ニーチェ [著] ; 手塚富雄訳 1 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 134.9||T||15||1

82 ツァラトゥストラ / ニーチェ [著] ; 手塚富雄訳 2 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 134.9||T||15||2

83 西洋古典(思想) ヒステリー研究 : 「初版」 / ブロイアー, フロイト [著] ; 金関猛訳 中央公論新社, 2013. -- (中公クラシックス) 145.8||H||1

84 夢判断 / フロイト[著] ; 高橋義孝訳 上巻 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 146.1||Y||90||上

85 夢判断 / フロイト[著] ; 高橋義孝訳 下巻 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 146.1||Y||90||下

86 精神分析入門 / フロイト [著] ; 高橋義孝, 下坂幸三訳. -- 改版 上巻 新潮社, 2010. -- (新潮文庫) 146.1||S||52||上

87 精神分析入門 / フロイト [著] ; 高橋義孝, 下坂幸三訳. -- 改版 下巻 新潮社, 2010. -- (新潮文庫) 146.1||S||52||下

88 西洋古典(思想)
ソシュール一般言語学講義 : コンスタンタンのノート /  フェルディナン・ド・ソ
シュール著 ; 影浦峡, 田中久美子訳

東京大学出版会. 2007 801||S||32

89 西洋古典(思想) 社会的分化論 : 社会学的・心理学的研究 / ジンメル [著] ; 石川晃弘, 鈴木春男訳 中央公論新社, 2011. -- (中公クラシックス) 361.2||S||29

90 西洋古典(思想) 行動の論理学 : 探求の理論 / J. デューイ著 ; 河村望訳 人間の科学新社, 2013 133.9||K||7

91 西洋古典(思想) 哲学の改造 / ジョン・デューウィ著 ; 清水幾太郎, 清水禮子訳. -- 32刷改版 岩波書店, 2009. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||652-1

92 西洋古典(思想) 現象学の理念 / フッサール [著] ; 長谷川宏訳 作品社, 1997 134.9||G||21

93 西洋古典(思想) 笑い /  ベルクソン著 ; 林達夫訳 --改版 岩波書店, 1976. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||645-3

94 西洋古典(思想) 創造的進化 / アンリ・ベルクソン著 ; 合田正人, 松井久訳 筑摩書房. 2010.--(ちくま学芸文庫) 135.4||S||4

95 道徳と宗教の二つの源泉 / ベルクソン [著] ; 森口美都男訳 1 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 135.4||D||1||1

96 道徳と宗教の二つの源泉 / ベルクソン [著] ; 森口美都男訳 2 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 135.4||D||1||2

97 西洋古典(思想) 哲学的直観ほか / ベルクソン[著] ; 坂田徳男[ほか]訳 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 135.4||B||18

98 西洋古典(思想) 自然の家 / フランク・ロイド・ライト著 ; 富岡義人訳 筑摩書房. 2010.--(ちくま学芸文庫) 527||S||8

99 西洋古典(思想) 芸術論集 . 文学のプロポ / アラン [著] ; 桑原武夫, 杉本秀太郎訳 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 704||G||20

100 西洋古典(思想) 幸福論 / アラン著 ; 串田孫一, 中村雄二郎訳 白水社. 2008--(白水Uブックス) 135.5||K||31

101 西洋古典(思想) 帝国主義論 / レーニン著 ; 角田安正訳 光文社, 2006. -- (光文社古典新訳文庫) 332||T||4

102 西洋古典(思想) 国家と革命 / レーニン [著] ; 角田安正訳 講談社, 2011. -- (講談社学術文庫) 309.3||K||9

103 西洋古典(思想) 哲学入門 / ラッセル，バートランド著 ; 高村 夏輝訳 筑摩書房. 2005. -- (ちくま学芸文庫） 133.5||T||3

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)
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104 西洋古典(思想) 心理学的類型 / ユング [著] ; 吉村博次訳 中央公論新社, 2012. -- (中公クラシックス) 146.1||S||51

105 西洋古典(思想) 忘れられた日本 /  ブルーノ・タウト著 ; 篠田英雄編訳 中央公論新社. 2007.--(中公文庫) 521||W||1

106 西洋古典(思想) 大衆の反逆 / オルテガ[著] ; 寺田和夫訳 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 136||T||1

107 西洋古典(思想) 哲学 / ヤスパース [著] ; 小倉志祥, 林田新二, 渡辺二郎訳 中央公論新社, 2011. -- (中公クラシックス) 134.9||T||14

108 西洋古典(思想) 人を動かす / D・カーネギー著 ; 山口博訳 : 新装版 創元社, 1999 159||H||3

109 西洋古典(思想) 道は開ける / D・カーネギー [著] ; 香山晶訳 : 新装版 創元社, 1999 159||M||1

110 西洋古典(思想) 論理哲学論考 / ヴィトゲンシュタイン著 ; 丘沢静也訳 光文社, 2014. -- (光文社古典新訳文庫) 134.9||R||9

111 西洋古典(思想) 哲学探究 / ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン [著] ; 丘沢静也訳 岩波書店, 2013 134.9||T||13

112 存在と時間 / ハイデガー [著] ; 原佑, 渡邊二郎訳 1 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 134.9||S||29||1

113 存在と時間 / ハイデガー [著] ; 原佑, 渡邊二郎訳 2 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 134.9||S||29||2

114 存在と時間 / ハイデガー [著] ; 原佑, 渡邊二郎訳 3 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 134.9||S||29||3

115 西洋古典(思想) イデオロギーとユートピア / マンハイム [著] ; 高橋徹, 徳永恂訳 中央公論新社, 2006. -- (中公クラシックス) 361.2||I||2

116 西洋古典(思想) 啓蒙の弁証法―哲学的断想 / ホルクハイマー・アドルノ著 ; 徳永 恂訳 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||692-1

117 西洋古典(思想) 自由からの逃走 / エーリッヒ・フロム [著] ; 日高六郎訳. -- 新版 東京創元社, 1965. -- (現代社会科学叢書) 361.4||J||5

118 西洋古典(思想) 愛するということ / フロム，エーリッヒ ; 鈴木 晶訳 紀伊國屋書店. 1991 152||A||1

119 エクリ / ジャック・ラカン [著] ; 宮本忠雄 [ほか] 共訳 1 弘文堂. 1972-1981 146.1||E||4||1

120 エクリ / ジャック・ラカン [著] ; 宮本忠雄 [ほか] 共訳 2 弘文堂. 1972-1981 146.1||E||4||2

121 エクリ / ジャック・ラカン [著] ; 宮本忠雄 [ほか] 共訳 3 弘文堂. 1972-1981 146.1||E||4||3

122 存在と無 : 現象学的存在論の試み / ジャン=ポール・サルトル著 ; 松浪信三郎訳 1 筑摩書房, 2007. -- (ちくま学芸文庫) 135.5||S||49||1

123 存在と無 : 現象学的存在論の試み / ジャン=ポール・サルトル著 ; 松浪信三郎訳 2 筑摩書房, 2007. -- (ちくま学芸文庫) 135.5||S||49||2

124 存在と無 : 現象学的存在論の試み / ジャン=ポール・サルトル著 ; 松浪信三郎訳 3 筑摩書房, 2007. -- (ちくま学芸文庫) 135.5||S||49||3

125 全体性と無限 /  レヴィナス著 ; 熊野純彦訳 上 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||691-1

126 全体性と無限 /  レヴィナス著 ; 熊野純彦訳 下 岩波書店, 2006. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||691-2

127 悲しき熱帯 / レヴィ=ストロース [著] ; 川田順造訳 1 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 389.6||K||3||1

128 悲しき熱帯 / レヴィ=ストロース [著] ; 川田順造訳 2 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 389.6||K||3||2

129 西洋古典(思想) 野生の思考 / クロード・レヴィ=ストロース [著] ; 大橋保夫訳. -- 第7刷 みすず書房, 1980 389||Y||1

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)

西洋古典(思想)
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130 西洋古典(思想) 知覚の現象学 / メルロ＝ポンティ，モーリス ; 中島 盛夫訳--新装版 法政大学出版.2009.--(叢書・ウニベルシタス) 135.5||C||13

131 西洋古典(思想) 物語の構造分析 / ロラン・バルト [著] ; 花輪光訳 みすず書房. 1979 954||M||5

132 西洋古典(思想) 狂気の歴史 : 古典主義時代における / ミシェル・フーコー著 ; 田村俶訳 新潮社. 1975 493.7||K||6

133 西洋古典(思想) 言葉と物 : 人文科学の考古学 / ミシェル・フーコー 著 ; 渡辺一民, 佐々木明訳 新潮社. 1989 204||K||3

134 西洋古典(思想) 知の考古学 / ミシェル・フーコー著 ; 慎改康之訳 河出書房新社, 2012. -- (河出文庫) 135.5||C||15

135 西洋古典(思想) 監獄の誕生 : 監視と処罰  /  ミシェル・フーコー著 ; 田村俶訳 新潮社. 1977 326.4||K||2

西洋古典(歴史・地理)

136 歴史 / ヘロドトス[著] ; 松平千秋訳. -- 改版 上 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||405-1

137 歴史 / ヘロドトス[著] ; 松平千秋訳. -- 改版 中 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||405-2

138 歴史 / ヘロドトス[著] ; 松平千秋訳. -- 改版 下 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||405-3

139 西洋古典(歴史・地理） 同時代史 / タキトゥス著〈Ｔａｃｉｔｕｓ，Ｃｏｒｎｅｌｉｕｓ〉 ; 國原 吉之助訳 筑摩書房. 2012 --(ちくま文芸文庫) 232.8||D||2

140 西洋古典(歴史・地理） マルコポーロ 東方見聞録 / マルコ・ポーロ ; 月村 辰雄/久保田 勝一訳 岩波書店. 2012 292||M||9

141 西洋古典(歴史・地理） コロンブス航海誌 /  [クリストーバル・コロン著] ; 林屋永吉訳 岩波書店, 1977. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||428-1

142 西洋古典(歴史・地理） インディアスの破壊についての簡潔な報告  / ラス・カサス著 ; 染田秀藤訳--改版 岩波書店, 2013. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||427-1

143 西洋古典(歴史・地理） ローマ盛衰原因論 / モンテスキュー [著] ; 井上幸治訳 中央公論新社, 2008. -- (中公クラシックス) 232||R||13

144 「新訳」ローマ帝国衰亡史 / エドワード・ギボン著 ; 中倉玄喜編訳. -- 普及版 上 PHP研究所, 2008 232.8||S||1||上

145 「新訳」ローマ帝国衰亡史 / エドワード・ギボン著 ; 中倉玄喜編訳. -- 普及版 下 PHP研究所, 2008 232.8||S||1||下

146 イタリア・ルネサンスの文化 / ブルクハルト [著] ; 柴田治三郎訳 1 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 237||I||17||1

147 イタリア・ルネサンスの文化 / ブルクハルト [著] ; 柴田治三郎訳 2 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 237||I||17||2

148 西洋古典(歴史・地理） 古代への情熱 : シュリーマン自伝 / シュリーマン著 ; 村田数之亮訳. -- 改版 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||420-1

149 西洋古典(歴史・地理） さまよえる湖 / スヴェン・ヘディン著 ; 鈴木啓造訳--2刷 中央公論新社. 2005--(中公文庫) 292.2||S||73

150 中世の秋 / ホイジンガ [著] ; 堀越孝一訳 1 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 230.4||C||33||1

151 中世の秋 / ホイジンガ [著] ; 堀越孝一訳 2 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 230.4||C||33||2

152 西洋古典(歴史・地理）
チーズとうじ虫 : 16世紀の一粉挽屋の世界像 /  カルロ・ギンズブルグ [著] ; 杉山光信
訳

みすず書房. 2012.--(始まりの本) 198.2||C||9

西洋古典(社会科学)

153 西洋古典(社会科学) 経済表 / ケネー [著] ; 平田清明, 井上泰夫訳 岩波書店, 2013. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||102-1

西洋古典(歴史・地理)

西洋古典(歴史・地理）

西洋古典(歴史・地理）

西洋古典(歴史・地理）

6 / 29 ページ



京都大学吉田南総合図書館　１階 グレート・ブックスコーナー
タイトルリスト　（735冊）

No. ジャンル 書名 / 著者等 巻号 出版事項 請求記号

154 経済の原理 / J.ステュアート [著] ; 小林昇監訳 ; 飯塚正朝 [ほか] 訳 第1・第2編 名古屋大学出版会, 1993 331.3||K||3||1-2

155 経済の原理 / J.ステュアート [著] ; 小林昇監訳 ; 飯塚正朝 [ほか] 訳 第3・第4・第5編 名古屋大学出版会, 1993 331.3||K||3||3-5

156 国富論 : 国の豊かさの本質と原因についての研究 / アダム・スミス著 ; 山岡洋一訳 上 日本経済新聞出版社, 2007 331.4||K||13||上

157 国富論 : 国の豊かさの本質と原因についての研究 / アダム・スミス著 ; 山岡洋一訳 下 日本経済新聞出版社, 2007 331.4||K||13||下

158 西洋古典(社会科学) ザ・フェデラリスト / アレグザンダー・ハミルトン/斎藤真 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||24-1

159 西洋古典(社会科学) 人口論 / マルサス著 ; 斉藤悦則訳 光文社, 2011. -- (光文社古典新訳文庫) 334.1||J||3

160 戦争論 / クラウゼヴィッツ著 ; 篠田英雄訳 上 岩波書店, 1968. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||115-1

161 戦争論 / クラウゼヴィッツ著 ; 篠田英雄訳 中 岩波書店, 1968. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||115-2

162 戦争論 / クラウゼヴィッツ著 ; 篠田英雄訳 下 岩波書店, 1968. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||115-3

163 西洋古典(社会科学) 農地制度論 / フリードリッヒ・リスト著 ; 小林昇訳 岩波書店, 1974. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||112-1

164 アメリカのデモクラシー / トクヴィル著 ; 松本礼二訳 第1巻上 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||9-2

165 アメリカのデモクラシー / トクヴィル著 ; 松本礼二訳 第1巻下 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||9-3

166 アメリカのデモクラシー / トクヴィル著 ; 松本礼二訳 第2巻上 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||9-5

167 アメリカのデモクラシー / トクヴィル著 ; 松本礼二訳 第2巻下 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||9-4

168 西洋古典(社会科学) 自由論 / ミル著 ; 斉藤悦則訳 光文社, 2012. -- (光文社古典新訳文庫) 133.4||J||5

169 西洋古典(社会科学) リンカーン演説集 /  [リンカーン著] ; 高木八尺, 斎藤光訳--改訂 岩波書店, 2011. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||12-1

170 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 1(第1巻第1分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||1

171 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 2(第1巻第2分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||2

172 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 3(第1巻第3分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||3

173 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 4(第1巻第4分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||4

174 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 5(第2巻第1分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||5

175 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 6(第2巻第2分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||6

176 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 7(第2巻第3分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||7

177 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 8(第3巻第1分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||8

178 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 9(第3巻第2分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||9

179 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 10(第3巻第3分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||10

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)
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180 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 11(第3巻第4分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||11

181 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 12(第3巻第5分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||12

182 資本論 / カール・マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳 13(第3巻第6分冊) 新日本出版社, 1982 331.6||S||15||13

183 西洋古典(社会科学) 新編輯版ドイツ・イデオロギー / マルクス, エンゲルス著 ; 廣松渉編訳 ; 小林昌人補訳 岩波書店, 2002. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||124-3

184 西洋古典(社会科学) 空想から科学へ / エンゲルス 岩波書店, 1984. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||128-7

185 西洋古典(社会科学) マハン海上権力史論 / アルフレッド・T・マハン(著, 北村謙一 翻訳 --新装版 原書房. 2008 397.2||M||24

186 暴力論 / ソレル著 ; 今村仁司, 塚原史訳 上 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||138-1

187 暴力論 / ソレル著 ; 今村仁司, 塚原史訳 下 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||138-2

188 初版金枝篇 /  J.G.フレイザー著 ; 吉川信訳 上 筑摩書房. 2003.--(ちくま学芸文庫) 163||S||16||上

189 初版金枝篇 /  J.G.フレイザー著 ; 吉川信訳 下 筑摩書房. 2003.--(ちくま学芸文庫) 163||S||16||下

190 西洋古典(社会科学) プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 / マックス・ウェーバー著 ; 中山元訳 日経BP社, 2010. -- (Nikkei BP classics) 331.5||P||5

191 西洋古典(社会科学) 贈与論 / マルセル・モース著 ; 吉田禎吾, 江川純一訳 筑摩書房. 2009.--(ちくま学芸文庫) 389||Z||3

192 西洋古典(社会科学) 純粋法学 / ケルゼン，ハンス著 ; 長尾 龍一訳 --第2版 岩波書店. 2014 321.1||J||9

193 西洋古典(社会科学) 貨幣改革論 ; 若き日の信条 / ケインズ [著] ; 宮崎義一, 中内恒夫訳 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 311.7||K||38

194 西洋古典(社会科学) 雇用、利子、お金の一般理論 / ジョン・メイナード・ケインズ [著] ; 山形浩生訳 講談社, 2012. -- (講談社学術文庫) 331.7||K||54

195
経済発展の理論 : 企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究 /
シュムペーター [著] ; 塩野谷祐一, 中山伊知郎, 東畑精一訳

上 岩波書店, 1977. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||147-1

196
経済発展の理論 : 企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究 /
シュムペーター [著] ; 塩野谷祐一, 中山伊知郎, 東畑精一訳

下 岩波書店, 1977. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||147-2

197 西洋古典(社会科学) 資本主義・社会主義・民主主義 / シュムペーター [著] ; 中山伊知郎, 東畑精一訳 : 新装版 東洋経済新報社, 1995 331.7||S||22

198 西洋古典(社会科学) 新訳　大転換―市場社会の形成と崩壊 / ポラニー，カール著 ; 野口 建彦,栖原 学訳 東洋経済新報社. 2009 332||S||45

199 西洋古典(社会科学)
ロシア革命の考察 / カー，Ｅ．Ｈ．著〈Ｃａｒｒ，Ｅｄｗａｒｄ　Ｈａｌｌｅｔｔ〉 ;
南塚 信吾訳

みすず書房.2013--(始まりの本) 238||R||52

200 西洋古典(社会科学) 危機の二十年―理想と現実 / E. H. カー著 ; 原彬久訳. 岩波書店, 2011. -- (岩波文庫) 岩波文庫||W||22-1

201
リデルハート戦略論 :間接的アプローチ / リデルハート，ベイジル・ヘンリー著〈Ｌｉ
ｄｄｅｌｌ　Ｈａｒｔ，Ｂａｓｉｌ　Ｈｅｎｒｙ〉:市川 良一訳

〈上〉 原書房. 2010 391.3||R||2||上

202
リデルハート戦略論 :間接的アプローチ / リデルハート，ベイジル・ヘンリー著〈Ｌｉ
ｄｄｅｌｌ　Ｈａｒｔ，Ｂａｓｉｌ　Ｈｅｎｒｙ〉:市川 良一訳

(下） 原書房. 2010 391.3||R||2||下

203 西洋古典(社会科学)
隷従への道―全体主義と自由 / ハイエク，フリードリヒ・Ａ．著; 一谷 藤一郎, 一谷 映
理子訳--改版

東京創元社.1992 331.7||R||3

204 西洋古典(社会科学) 本を読む本 / M.J.アドラー, C.V.ドーレン [著] ; 外山滋比古, 槇未知子訳 講談社, 1997. -- (講談社学術文庫) 019||H||16

205 西洋古典(社会科学)
大衆国家と独裁 : 恒久の革命 / シグマンド・ノイマン [著] ; 岩永健吉郎, 岡義達, 高木誠
訳

: 新装版 みすず書房, 1998 313.8||T||1

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)
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206 西洋古典(社会科学) 経済史の理論 / ヒックス，Ｊ．Ｒ．著 ; 新保 博, 渡辺 文夫訳 講談社.1995.--(講談社学術文庫） 332||K||23

207 全体主義の起原 /  ハナ・アーレント [著]--新装版 1.反ユダヤ主義 みすず書房. 1972-1974 311.8||Z||1||1

208 全体主義の起原 /  ハナ・アーレント [著]--新装版 2.帝国主義 みすず書房. 1972-1974 311.8||Z||1||2

209 全体主義の起原 /  ハナ・アーレント [著]--新装版 3.全体主義 みすず書房. 1972-1974 311.8||Z||1||3

210 西洋古典(社会科学)
メディア論―人間の拡張の諸相 / マクルーハン，マーシャル著〈ＭｃＬｕｈａｎ，Ｍ
ａｒｓｈａｌｌ〉; 栗原 裕,河本 仲聖訳

みすず書房.1987 361.4||M||89

211 西洋古典(社会科学) 正義論 / ジョン・ロールズ著 ; 川本隆史, 福間聡, 神島裕子訳. -- 改訂版 紀伊國屋書店, 2010 321.1||S||8

212 西洋古典(社会科学) 文明の衝突 / サミュエル・ハンチントン著 ; 鈴木主税訳 集英社, 1998 319||B||5

213 昨日までの世界 : 文明の源流と人類の未来 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 倉骨彰訳 上 日本経済新聞出版社, 2013 389||K||32||上

214 昨日までの世界 : 文明の源流と人類の未来 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 倉骨彰訳 下 日本経済新聞出版社, 2013 389||K||32||下

西洋古典(文学)

215 イリアス / ホメロス [著] ; [T・W・アレン校訂] ; 松平千秋訳 上 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||102-1

216 イリアス / ホメロス [著] ; [T・W・アレン校訂] ; 松平千秋訳 下 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||102-2

217 オデュッセイア / ホメロス [著] ; 松平千秋訳 上 岩波書店, 1994. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||102-4

218 オデュッセイア / ホメロス [著] ; 松平千秋訳 下 岩波書店, 1994. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||102-5

219 西洋古典(文学) 神統記 / ヘシオドス [著] ; 廣川洋一訳 岩波書店, 1984. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||107-1

220 西洋古典(文学)
Greek Dramas by Aeschylus, Sophocles, Euripides, and Aristophanes / Perrin,
Bernadotte

Hardpress Publishing. 2012.10 991||P||4

221 西洋古典(文学) オイディプス王 / ソポクレス [著] ; 藤沢令夫訳. -- 改版 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||105-2

222 ガリア戦記 : 新訳 / ユリウス・カエサル著 ; 中倉玄喜翻訳・解説. -- 普及版 上 PHP研究所, 2013 230.3||G||2||上

223 ガリア戦記 : 新訳 / ユリウス・カエサル著 ; 中倉玄喜翻訳・解説. -- 普及版 下 PHP研究所, 2013 230.3||G||2||下

224 西洋古典(文学) アエネーイス / ウェルギリウス[著] ; 杉本正俊訳 新評論, 2013 992.1||A||6

225 プルタルコス英雄伝 / プルタルコス著 ; 村川堅太郎編 上 筑摩書房, 1996. -- (ちくま学芸文庫) 283.1||P||1||上

226 プルタルコス英雄伝 / プルタルコス著 ; 村川堅太郎編 中 筑摩書房, 1996. -- (ちくま学芸文庫) 283.1||P||1||中

227 プルタルコス英雄伝 / プルタルコス著 ; 村川堅太郎編 下 筑摩書房, 1996. -- (ちくま学芸文庫) 283.1||P||1||下

228 カンタベリー物語 : 完訳 / チョーサー作 ; 桝井迪夫訳 上 岩波書店, 1995. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||203-1

229 カンタベリー物語 : 完訳 / チョーサー作 ; 桝井迪夫訳 中 岩波書店, 1995. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||203-2

230 カンタベリー物語 : 完訳 / チョーサー作 ; 桝井迪夫訳 下 岩波書店, 1995. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||203-3

西洋古典(社会科学)

西洋古典(社会科学)

西洋古典(文学)

西洋古典(文学)

西洋古典(文学)

西洋古典(文学)

西洋古典(文学)：英
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231 西洋古典(文学)：英 ユートピア / トマス・モア著 ; 平井正穂訳. -- 改版 岩波書店, 2011. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||202-1

232 西洋古典(文学)：英 新訳ロミオとジュリエット / シェイクスピア [著] ; 河合祥一郎訳 角川書店, 2005. -- (角川文庫) 932||S||66

233 西洋古典(文学)：英 新訳ヴェニスの商人 / シェイクスピア，ウィリアム著 ; 河合 祥一郎訳 角川書店, 2005. -- (角川文庫) 932||S||68

234 西洋古典(文学)：英 新訳ハムレット / シェイクスピア [著] ; 河合祥一郎訳 角川書店, 2003. -- (角川文庫) 932||S||65

235 西洋古典(文学)：英 リア王 / シェイクスピア ; 野島 秀勝訳 岩波書店, 2000. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||205-1

236 西洋古典(文学)：英 新訳マクベス / シェイクスピア，ウィリアム著 ; 河合 祥一郎訳 角川書店, 2009. -- (角川文庫) 932||S||69

237 失楽園 / ミルトン作 ; 平井正穂訳 上 岩波書店, 1981. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||206-2

238 失楽園 / ミルトン作 ; 平井正穂訳 下 岩波書店, 1981. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||206-3

239 西洋古典(文学)：英 完訳ロビンソン・クルーソー / ダニエル・デフォー著 ; 増田義郎訳・解説 中央公論新社, 2010. -- (中公文庫) 933||K||40

240 西洋古典(文学)：英 ガリヴァー旅行紀 / スウィフト作 ; 平井 正穂訳 岩波書店, 1980. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||209-3

241 西洋古典(文学)：英 The Life of Samuel Johnson / Boswell, James Createspace Independent Pub. 2014 930.28||B||91

242 高慢と偏見 / オースティン，ジェイン ; 中野 康司訳 筑摩書房. 2003.--(ちくま文庫) 933||K||43||上

243 高慢と偏見 / オースティン，ジェイン ; 中野 康司訳 筑摩書房. 2003.--(ちくま文庫) 933||K||43||下

244 西洋古典(文学)：英 フランケンシュタイン / シェリー，メアリー ; 小林 章夫訳 光文社, 2010. -- (光文社古典新訳文庫) 933||F||11

245 オリバー・ツイスト / ディケンズ [著] ; 中村能三訳 上 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 933||O||7||上

246 オリバー・ツイスト / ディケンズ [著] ; 中村能三訳 下 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 933||O||7||下

247 西洋古典(文学)：英 クリスマス・キャロル / ディケンズ，チャールズ著 ; 池 央耿訳 光文社. 2006--(光文社古典新訳文庫) 933||K||42

248 嵐が丘 / E.ブロンテ著 ; 小野寺健訳 上 光文社, 2010. -- (光文社古典新訳文庫) 933||A||23||上

249 嵐が丘 / E.ブロンテ著 ; 小野寺健訳 下 光文社, 2010. -- (光文社古典新訳文庫) 933||A||23||下

250 テス / ハーディ [著] ; 井上宗次, 石田英二訳 上 岩波書店, 1960. -- (岩波文庫, 赤-240-1) 岩波文庫||R||240-1

251 テス / ハーディ [著] ; 井上宗次, 石田英二訳 下 岩波書店, 1960. -- (岩波文庫, 赤-240-2) 岩波文庫||R||240-2

252 西洋古典(文学)：英 ねじの回転 ; デイジー・ミラー / ヘンリー・ジェイムズ作 ; 行方昭夫訳 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||313-9

253 西洋古典(文学)：英 ジーキル博士とハイド氏 / スティーヴンスン，ロバート・ルイス著 ; 村上 博基訳 光文社, 2009. -- (光文社古典新訳文庫) 933||J||13

254 西洋古典(文学)：英 宝島 / スティーヴンスン，ロバート・ルイス著 ; 村上 博基訳 光文社, 2008. -- (光文社古典新訳文庫) 933||T||18

255 西洋古典(文学)：英 闇の奥 / ジョーゼフ・コンラッド/中野好夫 岩波書店. 2010. -- (岩波文庫） 岩波文庫||R||248-1

256 西洋古典(文学)：英 月と六ペンス / モーム作 ; 行方昭夫訳 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||254-2

西洋古典(文学)：英

西洋古典(文学)：英

西洋古典(文学)：英

西洋古典(文学)：英

西洋古典(文学)：英
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257 西洋古典(文学)：英 ダロウェイ夫人 / ウルフ著 ; 土屋政雄訳. 光文社. 2010 -- (光文社古典新訳文庫) 933||D||9

258 西洋古典(文学)：英 動物農場―付「Ｇ・オーウェルをめぐって / オーウェル，ジョージ著 ; 開高 健訳 筑摩書房. 2013. --(ちくま文庫) 933||D||10

259 西洋古典(文学)：英 イギリス名詩選 /  平井正穂編 岩波書店. 1990.-- (岩波文庫) 岩波文庫||R||273-1

260
西洋古典(文学)：アイル
ランド

ドリアン・グレイの肖像 / ワイルド著 ; 仁木めぐみ訳 光文社, 2006. -- (光文社古典新訳文庫) 933||D||8

261 ユリシーズ / ジェームズ・ジョイス 1 集英社, 2003. -- (集英社文庫) 933||Y||8||1

262 ユリシーズ / ジェームズ・ジョイス 2 集英社, 2003. -- (集英社文庫) 933||Y||8||2

263 ユリシーズ / ジェームズ・ジョイス 3 集英社, 2003. -- (集英社文庫) 933||Y||8||3

264 ユリシーズ / ジェームズ・ジョイス 4 集英社, 2003. -- (集英社文庫) 933||Y||8||4

265 西洋古典(文学)：米 緋文字 / ホーソーン著 ; 小川高義訳 光文社, 2013. -- (光文社古典新訳文庫) 933||H||34

266 白鯨 / メルヴィル[著] ; 田中西二郎訳. -- 改版 上巻 新潮社, 2006. -- (新潮文庫) 933||H||33||上

267 白鯨 / メルヴィル[著] ; 田中西二郎訳. -- 改版 下巻 新潮社, 2006. -- (新潮文庫) 933||H||33||下

268 西洋古典(文学)：米 草の葉 / ウォルト・ホイットマン [著] ; 富山英俊訳 みすず書房, 2013. -- (大人の本棚) 931||K||11

269 ハックルベリー・フィンの冒険 / マーク・トウェイン作 ; 西田実訳 上 岩波書店, 1977. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||311-5

270 ハックルベリー・フィンの冒険 / マーク・トウェイン作 ; 西田実訳 下 岩波書店, 1977. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||311-6

271 西洋古典(文学)：米 楡の木陰の欲望 / オニール作 ; 井上宗次訳. -- 改訳 岩波書店, 1974. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||325-1

272 大地 / パール・バック作 ; 小野寺健訳 1 岩波書店, 1997. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||320-1

273 大地 / パール・バック作 ; 小野寺健訳 2 岩波書店, 1997. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||320-2

274 大地 / パール・バック作 ; 小野寺健訳 3 岩波書店, 1997. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||320-3

275 大地 / パール・バック作 ; 小野寺健訳 4 岩波書店, 1997. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||320-4

276 西洋古典(文学)：米 グレート・ギャッツビー / フィッツジェラルド，Ｆ．スコット著 ; 小川 高義訳 光文社, 2009. -- (光文社古典新訳文庫) 933||G||14

277 響きと怒り / フォークナー ; 平石 貴樹,新納 卓也訳 上 岩波書店. 2007. -- (岩波文庫） 岩波文庫||R||324-4

278 響きと怒り / フォークナー ; 平石 貴樹,新納 卓也訳 下 岩波書店. 2007. -- (岩波文庫） 岩波文庫||R||323-5

279 西洋古典(文学)：米 日はまた昇る / ヘミングウェイ [著] ; 高見浩訳 新潮社, 2003. -- (新潮文庫) 933||H||32

280 西洋古典(文学)：米 ハツカネズミと人間 / スタインベック [著] ; 大浦暁生訳 新潮社, 1994. -- (新潮文庫) 933||H||31

281 怒りの葡萄 / スタインベック [著] ; 大久保康雄訳. -- 41刷改版 上 新潮社, 1989. -- (新潮文庫) 933||I||12||上

282 怒りの葡萄 / スタインベック [著] ; 大久保康雄訳. -- 41刷改版 下 新潮社, 1989. -- (新潮文庫) 933||I||12||下

西洋古典(文学)：アイル
ランド

西洋古典(文学)：米

西洋古典(文学)：米

西洋古典(文学)：米

西洋古典(文学)：米

西洋古典(文学)：米
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283 西洋古典(文学)：米 ライ麦畑でつかまえて / サリンジャー，Ｊ．Ｄ．著 ; 野崎 孝訳 白水社. 1984. -- (白水Ｕブックス) 933||R||19

284 西洋古典(文学)：米 アメリカ名詩選 /  亀井俊介, 川本皓嗣編 岩波書店. 1993.-- (岩波文庫) 岩波文庫||R||335-1

285 ニーベルンゲンの歌 / 相良守峯訳. -- 改訳 前編 岩波書店, 1975. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||401-1

286 ニーベルンゲンの歌 / 相良守峯訳. -- 改訳 後編 岩波書店, 1975. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||401-2

287 西洋古典(文学)：独 若きウェルテルの悩み / ゲーテ [著] ; 高橋義孝訳. -- 改版 新潮社, 2010. -- (新潮文庫) 943||W||3

288 ファウスト / ゲーテ [著] ; 高橋義孝訳. -- 改版 第1部 新潮社, 2010. -- (新潮文庫) 942||F||5||1

289 ファウスト / ゲーテ [著] ; 高橋義孝訳. -- 改版 第2部 新潮社, 2010. -- (新潮文庫) 942||F||5||2

290 西洋古典(文学)：独 ヴァレンシュタイン / シラー作 ; 濱川祥枝訳 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||410-9

291 西洋古典(文学)：独
黄金の壺 :マドモワゼル・ド・スキュデリ / ホフマン，エルンスト・テオドール・アマ
デウス著 ; 大島 かおり訳

光文社, 2009. -- (光文社古典新訳文庫) 943||O||5

292 西洋古典(文学)：独 トニオ・クレエゲル / トオマス・マン作 ; 実吉捷郎訳. -- 改版 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||434-0

293 魔の山 / トーマス・マン[著] ; 高橋義孝訳 -- 改版 上 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 943||M||6||上

294 魔の山 / トーマス・マン[著] ; 高橋義孝訳 -- 改版 下 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 943||M||6||下

295 西洋古典(文学)：独 車輪の下で / ヘッセ著 ; 松永美穂訳 光文社, 2007. -- (光文社古典新訳文庫) 943||S||13

296 西洋古典(文学)：独 審判 / カフカ著 ; 池内紀訳 白水社, 2006. -- (白水Uブックス) 943||S||14

297 西洋古典(文学)：独 暴力批判論 : 他十篇 / ヴァルター・ベンヤミン著 ; 野村修編訳 岩波書店, 1994. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||463-1

298 西洋古典(文学)：独 ドイツ名詩選 / 生野幸吉, 檜山哲彦編 岩波書店. 1993.-- (岩波文庫) 岩波文庫||R||460-1

299 西洋古典(文学)：仏 ガルガンチュワ物語 / ラブレー [作] ; 渡辺一夫訳. -- 改版 岩波書店, 2012. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||502-1

300 西洋古典(文学)：仏 タルチュフ / モリエール作 ; 鈴木力衛訳. -- 改版43刷 岩波書店, 2008. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||512-2

301 西洋古典(文学)：仏 ブリタニキュス　ベレニス / ラシーヌ作 ; 渡辺 守章訳 岩波書店, 2008. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||511-5

302 西洋古典(文学)：仏 孤独な散歩者の夢想 / ルソー著 ; 永田千奈訳 光文社, 2012. -- (光文社古典新訳文庫) 135.3||K||29

303 西洋古典(文学)：仏
Rameau's Nephew and Other Works / Diderot, Denis/ Barzun, Jacques (TRN)/
Bowen, Ralph Henry (TRN)/ Barzu

Hackett Pub Co Inc. 2001.3 135.3||D||12

304 赤と黒 / スタンダール作 ; 桑原武夫, 生島遼一訳. -- 改版 上 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||526-3

305 赤と黒 / スタンダール作 ; 桑原武夫, 生島遼一訳. -- 改版 下 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||526-4

306 西洋古典(文学)：仏 ゴリオ爺さん / バルザック [著] ; 平岡篤頼訳. -- 33刷改版 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 953||G||2

307 レ・ミゼラブル / ヴィクトール・ユゴー著 ; 西永良成訳 1 筑摩書房, 2012. -- (ちくま文庫) 953||R||3||1

308 レ・ミゼラブル / ヴィクトール・ユゴー著 ; 西永良成訳 2 筑摩書房, 2012. -- (ちくま文庫) 953||R||3||2

西洋古典(文学)：仏

西洋古典(文学)：仏

西洋古典(文学)：独

西洋古典(文学)：独

西洋古典(文学)：独
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309 レ・ミゼラブル / ヴィクトール・ユゴー著 ; 西永良成訳 3 筑摩書房, 2013. -- (ちくま文庫) 953||R||3||3

310 レ・ミゼラブル / ヴィクトール・ユゴー著 ; 西永良成訳 4 筑摩書房, 2013. -- (ちくま文庫) 953||R||3||4

311 レ・ミゼラブル / ヴィクトール・ユゴー著 ; 西永良成訳 5 筑摩書房, 2014. -- (ちくま文庫) 953||R||3||5

312 モンテ・クリスト伯 / アレクサンドル・デュマ作 ; 山内義雄訳. -- 改版 1 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||533-1

313 モンテ・クリスト伯 / アレクサンドル・デュマ作 ; 山内義雄訳. -- 改版 2 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||533-2

314 モンテ・クリスト伯 / アレクサンドル・デュマ作 ; 山内義雄訳. -- 改版 3 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||533-3

315 モンテ・クリスト伯 / アレクサンドル・デュマ作 ; 山内義雄訳. -- 改版 4 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||533-4

316 モンテ・クリスト伯 / アレクサンドル・デュマ作 ; 山内義雄訳. -- 改版 5 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||533-5

317 モンテ・クリスト伯 / アレクサンドル・デュマ作 ; 山内義雄訳. -- 改版 6 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||533-6

318 モンテ・クリスト伯 / アレクサンドル・デュマ作 ; 山内義雄訳. -- 改版 7 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||533-7

319 西洋古典(文学)：仏 シルヴェストル・ボナールの罪 / アナトール・フランス作 ; 伊吹武彦訳 岩波書店, 1975. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||543-4

320 西洋古典(文学)：仏 女の一生 / モーパッサン著 ; 永田千奈訳 光文社, 2011. -- (光文社古典新訳文庫) 953||O||6

321 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 1. 灰色のノート 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||1

322 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 2. 少年園 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||2

323 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 3. 美しい季節. 1 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||3

324 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 4. 美しい季節. 2 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||4

325 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 5. 診察 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||5

326 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 6. ラ・ソレリーナ 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||6

327 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 7. 父の死 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||7

328 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 8. 一九一四年夏. 1 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||8

329 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 9. 一九一四年夏. 2 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||9

330 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 10. 一九一四年夏. 3 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||10

331 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 11. 一九一四年夏. 4 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||11

332 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 12. エピローグ. 1 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||12

333 チボー家の人々 / ロジェ・マルタン・デュ・ガール [著] ; 山内義雄訳 13. エピローグ. 2 白水社, 1984. -- (白水Uブックス) 953||C||3||13

334 西洋古典(文学)：仏 恐るべき子供たち / コクトー著 ; 中条省平, 中条志穂訳 光文社, 2007. -- (光文社古典新訳文庫) 953||O||5

西洋古典(文学)：仏

西洋古典(文学)：仏

西洋古典(文学)：仏
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335 西洋古典(文学)：仏 シュルレアリスム宣言 ; 溶ける魚 / アンドレ・ブルトン著 ; 巖谷國士訳 岩波書店. 1992.-- (岩波文庫赤(32)-590-1) 岩波文庫||R||590-1

336 西洋古典(文学)：仏 異邦人 / カミュ [著] ; 窪田啓作訳. -- 98刷改版 新潮社, 1995. -- (新潮文庫) 953||I||2

337 西洋古典(文学)：仏 ペスト / カミュ [著] ; 宮崎嶺雄訳. -- 改版 新潮社, 2004. -- (新潮文庫) 953||P||4

338 西洋古典(文学)：仏 フランス名詩選 / 安藤元雄, 入沢康夫, 渋沢孝輔編 岩波書店. 1998.-- (岩波文庫) 岩波文庫||RN||501-1

339 西洋古典(文学)：露 オネーギン / プーシキン作 ; 池田健太郎訳. -- 改版 岩波書店, 2006. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||604-1

340 西洋古典(文学)：露 鼻 ; 外套 ; 査察官 / ゴーゴリ著 ; 浦雅春訳 光文社, 2006. -- (光文社古典新訳文庫) 983||H||6

341 西洋古典(文学)：露 父と子 / ツルゲーネフ[著] ; 工藤精一郎訳 新潮社, 1998. -- (新潮文庫) 983||C||4

342 西洋古典(文学)：露 はつ恋 / イヴァン・セルゲーヴィチ・トゥルゲーネフ/神西清 新潮社. 1984. -- (新潮文庫） 983||H||7

343 罪と罰 / ドストエフスキー作 ; 江川卓訳 上 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||613-5

344 罪と罰 / ドストエフスキー作 ; 江川卓訳 中 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||613-6

345 罪と罰 / ドストエフスキー作 ; 江川卓訳 下 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||613-7

346 カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 1 光文社. 2006-2007--(光文社古典新訳文庫) 983||K||16||1

347 カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 2 光文社. 2006-2007--(光文社古典新訳文庫) 983||K||16||2

348 カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 3 光文社. 2006-2007--(光文社古典新訳文庫) 983||K||16||3

349 カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 4 光文社. 2006-2007--(光文社古典新訳文庫) 983||K||16||4

350 カラマーゾフの兄弟 / ドストエフスキー著 ; 亀山郁夫訳 5 光文社. 2006-2007--(光文社古典新訳文庫) 983||K||16||5

351 戦争と平和 / トルストイ[著] ; 工藤精一郎訳. -- 改版 1 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 983||S||11||1

352 戦争と平和 / トルストイ[著] ; 工藤精一郎訳. -- 改版 2 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 983||S||11||2

353 戦争と平和 / トルストイ[著] ; 工藤精一郎訳. -- 改版 3 新潮社, 2005. -- (新潮文庫) 983||S||11||3

354 戦争と平和 / トルストイ[著] ; 工藤精一郎訳. -- 改版 4 新潮社, 2006. -- (新潮文庫) 983||S||11||4

355 アンナ・カレーニナ / トルストイ [著] ; 木村浩訳. -- 改版 上 新潮社, 2012. -- (新潮文庫) 983||A||5||上

356 アンナ・カレーニナ / トルストイ [著] ; 木村浩訳. -- 改版 中 新潮社, 2012. -- (新潮文庫) 983||A||5||中

357 アンナ・カレーニナ / トルストイ [著] ; 木村浩訳. -- 改版 下 新潮社, 2012. -- (新潮文庫) 983||A||5||下

358 西洋古典(文学)：露 桜の園 / チェーホフ作 ; 小野理子訳 岩波書店, 1998. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||622-5

359 西洋古典(文学)：露 チェーホフ短篇集 / チェーホフ，アントン・パーヴロヴィチ著 ; 松下 裕編訳 筑摩書房. 2009.--(ちくま文庫) 983||C||5

360 西洋古典(文学)：露 どん底 / ゴーリキイ作 ; 中村白葉訳. -- 改版 岩波書店, 1961. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||627-2

西洋古典(文学)：露

西洋古典(文学)：露

西洋古典(文学)：露

西洋古典(文学)：露
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361 西洋古典(文学)：露 魔法昔話の研究 : 口承文芸学とは何か /  ウラジーミル・プロップ [著] ; 齋藤君子訳 講談社, 2009. -- (講談社学術文庫) 901.8||M||2

362 西洋古典(文学)：露 イワン・デニーソヴィチの一日 / ソルジェニーツィン作 ; 染谷茂訳 新潮社. 2005.--(新潮文庫） 983||I||2

363 神曲 / ダンテ著 ; 平川祐弘訳 地獄篇 河出書房新社, 2008. -- (河出文庫) 971||S||3

364 神曲 / ダンテ著 ; 平川祐弘訳 煉獄篇 河出書房新社, 2009. -- (河出文庫) 971||S||3

365 神曲 / ダンテ著 ; 平川祐弘訳 天国篇 河出書房新社, 2009. -- (河出文庫) 971||S||3

366 西洋古典(文学)：伊 デカメロン / ボッカッチョ著 ; 平川祐弘訳 河出書房新社, 2012 973||D||1

367 西洋古典(文学)：他 エッダ : 古代北欧歌謡集 /  V.G.ネッケル [ほか] 編 ; 谷口幸男訳 新潮社. 1985 949.4||E||1

368 西洋古典(文学)：他 王書 : 古代ペルシャの神話・伝説 / フェルドウスィー作 ; 岡田恵美子訳 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||786-1

369 西洋古典(文学)：他 ルバーイヤート / オマル・ハイヤーム著 ; 岡田恵美子編訳 平凡社, 2009. -- (平凡社ライブラリー) 929.9||R||5

370 ドン・キホーテ : 新訳 / セルバンテス著 ; 岩根圀和訳 前編 彩流社, 2012 963||D||2||前編

371 ドン・キホーテ : 新訳 / セルバンテス著 ; 岩根圀和訳 後編 彩流社, 2012 963||D||2||後編

372 西洋古典(文学)：他 人形の家 / イプセン [著] ; 原千代海訳 岩波書店, 1996. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||750-1

日本の古典(思想)

373 日本の古典(思想) 勝鬘経義疏 ; 維摩経義疏(抄) / 聖徳太子 [著] ; 中村元, 早島鏡正訳 中央公論新社, 2007. -- (中公クラシックス) 183.5||S||1

374 日本の古典(思想) 聖徳太子 : 法華義疏(抄) : 十七条憲法 / 瀧藤尊教, 田村晃祐, 早島鏡正訳 中央公論新社, 2007. -- (中公クラシックス) 183.3||S||1

375 日本の古典(思想) 風土記 / 吉野裕訳 平凡社. 2000. -- (平凡社ライブラリー） 291||F||8

376 日本の古典(思想) 三教指帰ほか / 空海 [著] ; 福永光司訳 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 188.5||S||14

377 日本の古典(思想) 歎異抄 / [親鸞述] ; [唯円著] ; 梅原猛全訳注 講談社, 2000. -- (講談社学術文庫) 188.7||T||4

378 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 1 講談社, 2004. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||1

379 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 2 講談社, 2004. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||2

380 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 3 講談社, 2004. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||3

381 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 4 講談社, 2004. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||4

382 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 5 講談社, 2005. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||5

383 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 6 講談社, 2005. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||6

384 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 7 講談社, 2005. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||7

385 正法眼蔵 / [道元著] ; 増谷文雄全訳注 8 講談社, 2005. -- (講談社学術文庫) 188.8||S||13||8

西洋古典(文学)：伊

西洋古典(文学)：他

日本の古典(思想)
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386 日本の古典(思想) 立正安国論ほか / 日蓮 [著] ; 紀野一義訳 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 188.9||R||1

387 日本の古典(思想) 風姿花伝 / [世阿弥著] ; 市村宏全訳注 講談社, 2011. -- (講談社学術文庫) 773||F||1

388 日本の古典(思想) 狂雲集 / 一休宗純 [著] ; 柳田聖山訳 中央公論新社, 2001. -- (中公クラシックス) 919.4||K||2

389 日本の古典(思想) 五輪書  / 宮本武蔵著 ; 佐藤正英校注・訳 筑摩書房. 2009. -- (ちくま学芸文庫） 789.3||G||1

390 日本の古典(思想) 折りたく柴の記 / 新井白石 [著] ; 桑原武夫訳 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 121.5||O||3

391 葉隠 / [山本常朝口述] ; [田代陣基筆録] ; 奈良本辰也, 駒敏郎訳 1 中央公論新社, 2006. -- (中公クラシックス) 156||H||1||1

392 葉隠 / [山本常朝口述] ; [田代陣基筆録] ; 奈良本辰也, 駒敏郎訳 2 中央公論新社, 2006. -- (中公クラシックス) 156||H||1||2

393 日本の古典(思想) 荻生徂徠「政談」 / 荻生徂徠著 ; 尾藤正英抄訳 講談社, 2013. -- (講談社学術文庫) 121.5||O||2

394 日本の古典(思想) 養生訓ほか / 貝原益軒 [著] ; 松田道雄訳 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 498.3||Y||1

395 日本の古典(思想) 紫文要領 / 本居宣長著 ; 子安宣邦校注 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||219-11

396 日本の古典(思想) 氷川清話 / 勝海舟 [述] ; 江藤淳, 松浦玲編 講談社, 2000. -- (講談社学術文庫) 210.6||H||15

397 日本の古典(思想) 講孟余話ほか / 吉田松陰 [著] ; 松本三之介, 田中彰, 松永昌三訳 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 289||K||11

398 日本の古典(思想) 吉田松陰留魂録 / 吉田松陰 [著] ; 古川薫全訳注 講談社, 2002. -- (講談社学術文庫) 289.1||Y||48

399 日本の古典(思想) 啓発録 : 付書簡・意見書・漢詩 / 橋本左内〔著〕 ; 伴五十嗣郎全訳注 講談社, 1982. -- (講談社学術文庫) 289.1||K||108

400 日本の古典(思想) 学問のすゝめ / 福澤諭吉著 ; 小室正紀, 西川俊作編 慶應義塾大学出版会, 2009 002||G||19

401 日本の古典(思想) 論語と算盤 / 渋沢栄一著 角川学芸出版, 2008. -- (角川ソフィア文庫) 335.1||R||2

402 日本の古典(思想) 新訂 蹇蹇録 / 陸奥 宗光著 ; 中塚 明校注 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||114-1

403 日本の古典(思想) 三酔人経綸問答 / 中江 兆民著 ; 桑原 武夫,島田 虔次訳・校注 岩波書店, 1991 -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||110-1

404 日本の古典(思想) 代表的日本人 / 内村鑑三著 ; 鈴木範久訳 岩波書店, 1995. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||119-3

405 日本の古典(思想) 余は如何にして基督信徒となりし乎 / 内村鑑三 岩波書店, 1958. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||119-2

406 日本の古典(思想)
茶の本/日本の目覚め/東洋の理想 : 岡倉天心コレクション / 岡倉天心著 ; 櫻庭信之 [ほ
か] 訳

筑摩書房, 2012. -- (ちくま学芸文庫) 791||C||8

407 日本の古典(思想) 東洋の理想 / 岡倉天心 講談社, 1986. -- (講談社学術文庫) 702.1||T||13

408 日本の古典(思想) 武士道 / 新渡戸稲造著 ; 矢内原忠雄訳. -- 第91刷改版 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||118-1

409 日本の古典(思想) 東洋文化史 / 内藤湖南著 ; 礪波護責任編集 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 220||T||17

410 十二支考 / 南方熊楠 上 岩波書店, 1994. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||139-1

411 十二支考 / 南方熊楠 下 岩波書店, 1994. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||139-2

日本の古典(思想)

日本の古典(思想)
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412 日本の古典(思想) 禅と日本文化 / 鈴木 大拙著 ; 北川 桃雄訳 --改版 岩波書店. 1992.-- (岩波新書) 岩波新書||R||20

413 日本の古典(思想) 日本的霊性 / 鈴木大拙 [著] -- 完全版
角川グループパブリッシング. 2010. -- (角川
文庫（ソフィア）)

181||N||1

414 日本の古典(思想) 善の研究 / 西田幾多郎著. -- 改版 岩波書店, 2012. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||124-1

415 日本の古典(思想) 三十三年の夢 / 宮崎滔天 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||122-1

416 日本の古典(思想) 帝国主義 / 幸徳秋水 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||125-1

417 日本の古典(思想) 東山時代に於ける一縉紳の生活 / 原勝郎著 中央公論新社. 2011. --(中公クラシックス) 210.4||H||15

418 日本の古典(思想) 時と永遠 他八編 / 波多野精一 岩波書店, 2012. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||145-2

419 日本の古典(思想) 懺悔道としての哲学 / [田辺元著] ; 藤田正勝編 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||694-2

420 日本の古典(思想) 死者の書・身毒丸 / 折口信夫著 中央公論新社. 1999. -- (中公文庫) 913.6||S||69

421 日本の古典(思想) 「いき」の構造 / 九鬼 周造著 ; 藤田 正勝全注釈 講談社, 2003. -- (講談社学術文庫) 701.1||I||4

422 日本の古典(思想) 考現学入門 / 今和次郎著 ; 藤森照信編 筑摩書房. 1987. -- (ちくま文庫） 380||K||2

423 日本の古典(思想) 人間の学としての倫理学 / 和辻哲郎著 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||144-13

424 日本の古典(思想) 古寺巡礼 / 和辻哲郎著 岩波書店, 2009. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||144-1

425 日本の古典(思想) 手仕事の日本 / 柳宗悦著 岩波書店, 2009. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||169-2

426 日本の古典(思想) Xへの手紙/私小説論 / 小林秀雄. --改訂 新潮社. 2004. -- (新潮文庫） 914.6||X||1

427 日本の古典(思想) 現代政治の思想と行動 / 丸山 眞男. --新装版 未来社. 2006 311||G||39

428 日本の古典(思想) 日本の思想 / 丸山 真男著 岩波書店, 1992. -- (岩波新書) 岩波新書||B||434

429 日本の古典(思想) アーロン収容所 : 西欧ヒューマニズムの限界 / 会田雄次著 中央公論社, 1962. -- (中公新書) 中公新書||||3

430 日本の古典(思想) 文明の生態史観ほか / 梅棹忠夫著 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 204||B||11

日本の古典(文学)

431 日本の古典(文学) 古事記 : 現代語訳付き / 中村啓信訳注. -- 新版 角川学芸出版, 2009. -- (角川ソフィア文庫) 913.2||K||22

432 万葉集 : 現代語訳付き / 伊藤博訳注 1 角川学芸出版, 2009. -- (角川ソフィア文庫) 911.1||M||65||1

433 万葉集 : 現代語訳付き / 伊藤博訳注 2 角川学芸出版, 2009. -- (角川ソフィア文庫) 911.1||M||65||2

434 万葉集 : 現代語訳付き / 伊藤博訳注 3 角川学芸出版, 2009. -- (角川ソフィア文庫) 911.1||M||65||3

435 万葉集 : 現代語訳付き / 伊藤博訳注 4 角川学芸出版, 2009. -- (角川ソフィア文庫) 911.1||M||65||4

436 日本書紀 / 井上光貞監訳 ; 川副武胤, 佐伯有清訳 1 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 210.3||N||202||1

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)
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437 日本書紀 / 井上光貞監訳 ; 川副武胤, 佐伯有清訳 2 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 210.3||N||202||2

438 日本書紀 / 井上光貞監訳 ; 川副武胤, 佐伯有清訳 3 中央公論新社, 2003. -- (中公クラシックス) 210.3||N||202||3

439 日本霊異記 / [景戒著] ; 中田祝夫全訳注 上 講談社, 1978. -- (講談社学術文庫) 184.9||N||7||上

440 日本霊異記 / [景戒著] ; 中田祝夫全訳注 中 講談社, 1978. -- (講談社学術文庫) 184.9||N||7||中

441 日本霊異記 / [景戒著] ; 中田祝夫全訳注 下 講談社, 1978. -- (講談社学術文庫) 184.9||N||7||下

442 日本の古典(文学) 竹取物語 / 室伏信助訳注. -- 新版 角川学芸出版, 2001. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||T||7

443 日本の古典(文学) 古今和歌集 : 現代語訳付き / 高田祐彦訳注. -- 新版 角川学芸出版, 2009. -- (角川ソフィア文庫) 911.1||K||84

444 日本の古典(文学) 土佐日記 / [紀貫之] ; 三谷榮一訳註 角川学芸出版, 1998. -- (角川ソフィア文庫) 915.3||T||6

445 藤原道長「御堂関白記」 : 全現代語訳  / 藤原道長 [著] ; 倉本一宏 [訳] 上 講談社. 2009. --(講談社学術文庫) 210.3||F||7||上

446 藤原道長「御堂関白記」 : 全現代語訳  / 藤原道長 [著] ; 倉本一宏 [訳] 中 講談社. 2009. --(講談社学術文庫) 210.3||F||7||中

447 藤原道長「御堂関白記」 : 全現代語訳  / 藤原道長 [著] ; 倉本一宏 [訳] 下 講談社. 2009. --(講談社学術文庫) 210.3||F||7||下

448 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第1巻 角川学芸出版, 1964. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||1

449 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第2巻 角川学芸出版, 1965. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||2

450 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第3巻 角川学芸出版, 1966. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||3

451 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第4巻 角川学芸出版, 1968. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||4

452 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第5巻 角川学芸出版, 1969. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||5

453 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第6巻 角川学芸出版, 1970. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||6

454 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第7巻 角川学芸出版, 1971. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||7

455 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第8巻 角川学芸出版, 1972. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||8

456 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第9巻 角川学芸出版, 1972. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||9

457 源氏物語 : 付現代語訳 / [紫式部著] ; 玉上琢彌訳注 第10巻 角川学芸出版, 1975. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||G||66||10

458 日本の古典(文学) 紫式部日記 : 現代語訳付き / 紫式部 [著] ; 山本淳子訳注 角川学芸出版, 2010. -- (角川ソフィア文庫) 915.3||M||4

459 枕草子 : 付現代語訳 / 清少納言[著] ; 石田穣二訳注. -- 新版 角川学芸出版, 1979. -- (角川ソフィア文庫) 914.3||M||6||上

460 枕草子 : 付現代語訳 / 清少納言[著] ; 石田穣二訳注. -- 新版 角川学芸出版, 1980. -- (角川ソフィア文庫) 914.3||M||6||下

461 日本の古典(文学) 和泉式部日記 : 現代語訳付き / [和泉式部著] ; 近藤みゆき訳注 角川学芸出版, 2003. -- (角川ソフィア文庫) 915.3||I||2

462 藤原行成「権記」 : 全現代語訳 / 藤原行成 [著] ; 倉本一宏 [訳] 上 講談社. 2011-2012. --(講談社学術文庫) 210.3||F||8||上

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)
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463 藤原行成「権記」 : 全現代語訳 / 藤原行成 [著] ; 倉本一宏 [訳] 中 講談社. 2011-2012. --(講談社学術文庫) 210.3||F||8||中

464 藤原行成「権記」 : 全現代語訳 / 藤原行成 [著] ; 倉本一宏 [訳] 下 講談社. 2011-2012. --(講談社学術文庫) 210.3||F||8||下

465 日本の古典(文学) 大鏡 ; 栄花物語 / 橘健二 [ほか] 校訂・訳 小学館, 2008. -- (日本の古典をよむ) 913.4||O||8

466 日本の古典(文学) 梁塵秘抄 / 後白河天皇/佐佐木信綱 --新訂 岩波書店. 1983. -- (岩波文庫） 岩波文庫||Y||22-1

467 今昔物語集 / 佐藤謙三校註 本朝仏法部 上巻 1999. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||K||10

468 今昔物語集 / 佐藤謙三校註 本朝仏法部 下巻 1993. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||K||10

469 今昔物語集 / 佐藤謙三校註 本朝世俗部 上巻 1998. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||K||10

470 今昔物語集 / 佐藤謙三校註 本朝世俗部 下巻 1999. -- (角川ソフィア文庫) 913.3||K||10

471 日本の古典(文学) 堤中納言物語 高松宮本 笠間文庫 / 池田利夫編解説 笠間書院.2007 913.3||T||8

472 新古今和歌集 / 久保田淳訳注 角川学芸出版, 2007. -- (角川ソフィア文庫) 911.1||S||67||上

473 新古今和歌集 / 久保田淳訳注 角川学芸出版, 2007. -- (角川ソフィア文庫) 911.1||S||67||下

474 日本の古典(文学) 方丈記 : 現代語訳付き / 鴨長明 [著] ; 簗瀬一雄訳注. -- 改版初版 角川学芸出版, 2010. -- (角川ソフィア文庫) 914.4||H||1

475 日本の古典(文学) 宇治拾遺物語・十訓抄 / 小林保治, 増古和子, 浅見和彦校訂・訳 小学館, 2007. -- (日本の古典をよむ) 913.4||U||1

476 日本の古典(文学) 愚管抄 : 全現代語訳 / 慈円 [著] ; 大隅和雄訳 講談社, 2012. -- (講談社学術文庫) 210.3||G||20

477 平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注 1 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||113-1

478 平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注 2 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||113-2

479 平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注 3 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||113-3

480 平家物語 / 梶原正昭, 山下宏明校注 4 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||113-4

481 日本の古典(文学) 神皇正統記  /  [北畠親房著] ; 岩佐正校注 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||116-1

482 日本の古典(文学) 徒然草 / 兼好著 ; 島内裕子校訂・訳 筑摩書房, 2010. -- (ちくま学芸文庫) 914.4||T||12

483 太平記 / 長谷川端校注・訳 1 小学館, 1994. -- (新編日本古典文学全集) 918||S||7||54

484 太平記 / 長谷川端校注・訳 2 小学館, 1994. -- (新編日本古典文学全集) 918||S||7||55

485 太平記 / 長谷川端校注・訳 3 小学館, 1994. -- (新編日本古典文学全集) 918||S||7||56

486 太平記 / 長谷川端校注・訳 4 小学館, 1994. -- (新編日本古典文学全集) 918||S||7||57

487 日本の古典(文学) 五山文学集 / 入矢義高校注 岩波書店, 1990. -- (新日本古典文学大系) 918||S||1||48

488 日本の古典(文学) 義経記 / 梶原正昭校注・訳 小学館, 2000. -- (新編日本古典文学全集) 918||S||7||62

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)
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489 日本の古典(文学) 日本永代蔵 : 現代語訳付き / 井原西鶴[著] ; 堀切実訳注 角川学芸出版, 2009. -- (角川ソフィア文庫) 913.5||N||3

490 日本の古典(文学) 芭蕉全句集 : 現代語訳付き / 松尾芭蕉 [著] ; 雲英末雄, 佐藤勝明訳注 角川学芸出版, 2010. -- (角川ソフィア文庫) 911.3||B||29

491 日本の古典(文学)
曾根崎心中 ; 冥途の飛脚 ; 心中天の網島 : 現代語訳付き / 近松門左衛門 [著] ; 諏訪春雄
訳注

角川学芸出版, 2007. -- (角川ソフィア文庫) 912.4||S||9

492 日本の古典(文学) 本居宣長「うひ山ぶみ」 / 本居宣長著 ; 白石良夫全訳注 講談社, 2009. -- (講談社学術文庫) 121.5||M||17

493 近世畸人伝 / 伴蒿蹊著 ; 中野三敏校注 [正] 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 281||K||21||[正]

494 近世畸人伝 / 伴蒿蹊著 ; 中野三敏校注 続 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 281||K||21||続

495 日本の古典(文学) 現代語訳　雨月物語・春雨物語 / 上田 秋成著 ; 円地 文子訳 河出書房. 2006. -- (河出文庫) 913.5||G||4

496 東海道中膝栗毛 / 十返舎一九作 ; 麻生磯次校注 上 岩波書店, 1973. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||227-1

497 東海道中膝栗毛 / 十返舎一九作 ; 麻生磯次校注 下 岩波書店, 1973. -- (岩波文庫) 岩波文庫||Y||227-2

498 日本の古典(文学) 福翁自伝 / 福沢諭吉著 ; 富田正文校訂. -- 新訂第58刷改版 岩波書店, 2008. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||102-2

499 日本の古典(文学) 小説神髄 / 坪内逍遥著. -- 改版 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||4-1

500 日本の古典(文学) 当世書生気質 / 坪内逍遥 -- 改版 岩波書店, 2006. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||4-2

501 日本の古典(文学) 森鷗外 / 森鷗外著 筑摩書房, 2008. -- (ちくま日本文学) 913.6||M||33

502 日本の古典(文学) 浮雲 / 二葉亭四迷作 ; 十川信介校注 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||7-1

503 日本の古典(文学) 野菊の墓 : 他四編 / 伊藤左千夫作. -- 改版 岩波書店, 1970. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||9-1

504 日本の古典(文学) 幸田露伴 / 幸田露伴著 筑摩書房, 2008. -- (ちくま日本文学) 913.6||K||60

505 日本の古典(文学) 正岡子規 / 正岡子規著 筑摩書房, 2009. -- (ちくま日本文学) 914.6||M||24

506 日本の古典(文学) 夏目漱石 / 夏目漱石著 筑摩書房, 2008. -- (ちくま日本文学) 913.6||N||24

507 日本の古典(文学) 不如帰 / 徳冨蘆花作. -- 改版 岩波書店, 2012. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||15-1

508 金色夜叉 / 尾崎紅葉作. -- 改版 上 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||14-1

509 金色夜叉 / 尾崎紅葉作. -- 改版 下 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||14-2

510 日本の古典(文学) 武蔵野 / 国木田独歩作. -- 改版 岩波書店, 2006. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||19-1

511 日本の古典(文学) 蒲団 ; 一兵卒 / 田山花袋作. -- 改版 岩波書店, 2002. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||21-1

512 日本の古典(文学) 破戒 / 島崎藤村作. -- 改版 岩波書店, 2002. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||23-2

513 日本の古典(文学) 樋口一葉 / 樋口一葉著 筑摩書房, 2008. -- (ちくま日本文学) 913.6||H||24

514 日本の古典(文学) 泉鏡花 / 泉鏡花著 筑摩書房, 2008. -- (ちくま日本文学) 913.6||I||12

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

20 / 29 ページ



京都大学吉田南総合図書館　１階 グレート・ブックスコーナー
タイトルリスト　（735冊）

No. ジャンル 書名 / 著者等 巻号 出版事項 請求記号

515 日本の古典(文学) 草迷宮 / 泉鏡花 岩波書店, 1985. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||27-4

516 日本の古典(文学) 柳田國男 / 柳田國男著 筑摩書房, 2008. -- (ちくま日本文学) 913.6||Y||18

517 日本の古典(文学) 小さき者へ ; 生れ出ずる悩み / 有島武郎作. -- 改版 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||36-6

518 日本の古典(文学) 怪異考/化物の進化 : 寺田寅彦随筆選集  / 寺田寅彦著 ; 千葉俊二, 細川光洋編 中央公論新社. 2012. -- (中公文庫) 388.1||K||7

519 日本の古典(文学) 永井荷風 / 永井荷風著 筑摩書房, 2008. -- (ちくま日本文学) 913.6||N||23

520 日本の古典(文学) 斎藤茂吉歌集 / [斎藤茂吉著] ; 山口茂吉, 柴生田稔, 佐藤佐太郎編. -- 改版 岩波書店, 1978. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||44-2

521 暗夜行路 / 志賀直哉作. -- 改版 前篇 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||46-4

522 暗夜行路 / 志賀直哉作. -- 改版 後篇 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||46-5

523 日本の古典(文学) 銀の匙  / 中勘助 --改版 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||51-1

524 日本の古典(文学) 石川啄木 / 石川啄木著 筑摩書房, 2009. -- (ちくま日本文学) 913.6||I||13

525 日本の古典(文学) 萩原朔太郎詩集 / 萩原朔太郎 --改版 岩波書店, 1981 -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||62-1

526 古代研究 / 折口信夫著 １ 祭りの発生 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 382.1||K||28||1

527 古代研究 / 折口信夫著 ２ 祝詞の発生 中央公論新社. 2003. -- (中公クラシックス) 382.1||K||28||2

528 古代研究 / 折口信夫著 ３ 国文学の発生 中央公論新社. 2003. -- (中公クラシックス) 382.1||K||28||3

529 古代研究 / 折口信夫著
４ 女房文学から隠者文学
へ

中央公論新社. 2004. -- (中公クラシックス) 382.1||K||28||4

530 銀河鉄道の夜 : 童話集 : 他十四篇 / 宮澤賢治作 ; 谷川徹三編. -- 改版 岩波書店, 2007. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||76-3

531 風の又三郎 : 他十八篇 : 童話集 / 宮澤賢治作 ; 谷川徹三編. -- 改版 岩波書店, 1967. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||76-2

532 羅生門 ; 鼻 ; 芋粥 ; 偸盗 / 芥川竜之介作. -- 改版 岩波書店, 2002. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||70-1

533 蜘蛛の糸 ; 杜子春 ; トロッコ : 他十七篇 / 芥川竜之介作 岩波書店, 1990. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||70-7

534 日本の古典(文学) 蟹工船 ; 一九二八・三・一五 / 小林多喜二作. -- 改版 岩波書店, 2003. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||88-1

535 日本の古典(文学) 斜陽 ; 人間失格 ; 桜桃 ; 走れメロス : 外七篇 / 太宰治著 文藝春秋, 2000. -- (文春文庫) 913.6||S||68

536 日本の古典(文学) 李陵・山月記 : 弟子・名人伝 / 中島敦著 --改版 文芸春秋社. 2013. --(文春文庫） 913.6||R||19

537 日本の古典(文学) 海と毒薬 / 遠藤周作 [著] 講談社, 2011. -- (講談社文庫) 913.6||U||16

自然科学(世界)

538 自然科学(世界)
ユークリッド原論 / [ユークリッド著] ; [I.L.Heiberg編集] ; 中村幸四郎 [ほか] 訳・解説.
-- 追補版

共立出版, 2011 414.1||Y||1

539 自然科学(世界) アルキメデス方法 / アルキメデス著 ; 佐藤 徹訳・解説 東海大学出版会. 1990.2 414||A||1

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)

日本の古典(文学)
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540 プリニウスの博物誌 / プリニウス ; 中野 定雄/中野 里美/中野 美代訳 1 雄山閣. 2012-2013 462||P||2||1

541 プリニウスの博物誌 / プリニウス ; 中野 定雄/中野 里美/中野 美代訳 2 雄山閣. 2012-2013 462||P||2||2

542 プリニウスの博物誌 / プリニウス ; 中野 定雄/中野 里美/中野 美代訳 3 雄山閣. 2012-2013 462||P||2||3

543 プリニウスの博物誌 / プリニウス ; 中野 定雄/中野 里美/中野 美代訳 4 雄山閣. 2012-2013 462||P||2||4

544 プリニウスの博物誌 / プリニウス ; 中野 定雄/中野 里美/中野 美代訳 5 雄山閣. 2012-2013 462||P||2||5

545 プリニウスの博物誌 / プリニウス ; 中野 定雄/中野 里美/中野 美代訳 6 雄山閣. 2012-2013 462||P||2||6

546 自然科学(世界) アルマゲスト / プトレマイオス著 ; 薮内清訳 恒星社厚生閣, 1993 440.2||A||1

547 自然科学(世界) コペルニクス・天球回転論 / コペルニクス [著] ; 高橋憲一訳・解説 みすず書房, 1993 440.2||K||2

548 自然科学(世界)
静力学について : ガリレオ・ガリレイの『二つの新科学対話』 / ガリレオ・ガリレイ
著 ; 加藤勉訳

鹿島出版会, 2007 423.3||S||2

549 自然科学(世界) 星界の報告 : 他一編 / ガリレオ・ガリレイ著 ; 山田慶児, 谷泰訳 岩波書店, 1976. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||906-5

550 自然科学(世界) 宇宙の調和 : 不朽のコスモロジー / ヨハネス・ケプラー著 ; 岸本良彦訳 工作舎, 2009 440.1||U||13

551 自然科学(世界) Harvey's Views on the Use of the Circulation of the Blood / Harvey, William Hardpress Publishing. 2013.1 491.3||C||17

552 自然科学(世界) On the Motion of the Heart and Blood in Animals Theclassics.Us 2013.9 491.3||H||23

553 自然科学(世界) Treatise on Light / Christiaan Huygens,  Thompson, Silvanus P. Createspace Independent Pub. 2014.1 425.1||H||2

554 自然科学(世界)
ミクログラフィア : 微小世界図説 : 図版集 / ロバート・フック原著 ; 永田英治, 板倉聖
宣訳

仮説社, 1985 460.7||M||1

555 自然科学(世界) 光学 / ニュートン著 ; 島尾永康訳 岩波書店, 1983. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||904-1

556 自然科学(世界) オイラーの解析幾何 / オイラー，レオンハルト著 ; 高瀬 正仁訳 海鳴社.2005 413||O||6

557 自然科学(世界) オイラーの無限解析 / オイラー，レオンハルト著 ; 高瀬 正仁訳 海鳴社.2001 413||O||5

558 自然科学(世界) 化学命名法 / アントアーヌ・ローラン・ラヴォアジエ/田中豊助 内田老鶴圃. (古典化学シリーズ) 430||K||3||6

559 自然科学(世界) 物理と化学 / アントアーヌ・ローラン・ラヴォアジエ/田中豊助 内田老鶴圃. (古典化学シリーズ) 430||K||3||5

560 自然科学(世界) 自然科学論 / 木村直司 [ほか] 訳 : 新装普及版 潮出版社, 2003. -- (ゲーテ全集) 948||G||2||14

561 ラプラスの天体力学論 / ピエール=シモン・ラプラス著 ; 竹下貞雄訳 1 大学教育出版, 2012 441.1||R||1||1

562 ラプラスの天体力学論 / ピエール=シモン・ラプラス著 ; 竹下貞雄訳 2 大学教育出版, 2012 441.1||R||1||2

563 ラプラスの天体力学論 / ピエール=シモン・ラプラス著 ; 竹下貞雄訳 3 大学教育出版, 2012 441.1||R||1||3

564 ラプラスの天体力学論 / ピエール=シモン・ラプラス著 ; 竹下貞雄訳 4 大学教育出版, 2012 441.1||R||1||4

565 ラプラスの天体力学論 / ピエール=シモン・ラプラス著 ; 竹下貞雄訳 5 大学教育出版, 2012 441.1||R||1||5

自然科学(世界)

自然科学(世界)
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566 自然科学(世界) ドルトン : 化学哲学の新体系他 / ドルトン[著] ; 村上陽一郎編集 ; 井山弘幸翻訳 朝日出版社, 1988. -- (科学の名著) 408||K||1||16

567 自然科学(世界)
フンボルト自然の諸相 : 熱帯自然の絵画的記述 / アレクサンダー・フォン・フンボル
ト著 ; 木村直司編訳

筑摩書房. 2012 --(ちくま文芸文庫) 296||F||1

568 自然科学(世界) ガウス数論論文集 /  J.C.F.ガウス著 ; 高瀬正仁訳 筑摩書房. 2012 --(ちくま文芸文庫) 412||G||2

569 自然科学(世界) 整数論 / ガウス，カール・フリードリヒ ; 高瀬 正仁訳 朝倉書店. (数学史叢書） 412||G||1

570 自然科学(世界) ロウソクの科学 / ファラデー --改訂 角川書店. 2012. -- (角川文庫) 430.4||R||2

571 自然科学(世界)
日本植物誌―シーボルト『フローラ・ヤポニカ』 / シーボルト (著), 木村 陽二郎, 大場
秀章

八坂書房. 2000 472.1||N||3

572 自然科学(世界)
日本植物誌―シーボルト 本文覚書篇 / P.F.B.フォン シーボルト ; 瀬倉 正克、 大場 秀
章

八坂書房. 2007 472.1||N||3

573 種の起源 / ダーウィン著 ; 渡辺政隆訳 上 光文社, 2009. -- (光文社古典新訳文庫) 467.5||S||42||上

574 種の起源 / ダーウィン著 ; 渡辺政隆訳 下 光文社, 2009. -- (光文社古典新訳文庫) 467.5||S||42||下

575 自然科学(世界) アーベル/ガロア楕円関数論 / [アーベル, ガロア著] ; 高瀬正仁訳 朝倉書店, 1998. -- (数学史叢書) 413.5||A||1

576 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 1 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-1

577 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 2 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-2

578 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 3 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-3

579 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 4 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-4

580 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 5 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-5

581 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 6 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-6

582 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 7 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-7

583 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 8 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-8

584 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 9 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||919-9

585 ファーブル昆虫記 : 完訳 / ファーブル[著] ; 山田吉彦, 林達夫訳 10 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||920-0

586 自然科学(世界) リーマン論文集 /  [リーマン著] ; 足立恒雄, 杉浦光夫, 長岡亮介編訳 朝倉書店. (数学史叢書） 410.4||R||3

587 自然科学(世界) マックスウェルの電磁気学 / ジェームズ・クラーク・マックスウェル著 : 井口和基訳 太陽書房, 2012 427||M||4

588 自然科学(世界)
ポアンカレ　トポロジー / ポアンカレ，アンリ著 ; 斎藤 利弥訳 ; 足立 恒雄/杉浦 光夫/
長岡 亮介編

朝倉書店. (数学史叢書） 415.7||T||33

589 自然科学(世界) 幾何学基礎論 / D. ヒルベルト著 ; 中村幸四郎訳 筑摩書房, 2005. -- (ちくま学芸文庫) 414||K||44

590 自然科学(世界) 生物から見た世界 / ユクスキュル/クリサート著 ; 日高 敏隆/羽田 節子訳 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||943-1

591 自然科学(世界) 特殊および一般相対性理論について / アルバート・アインシュタイン著 ; 金子務訳 : 新装版 白揚社, 2004 421.2||T||7

自然科学(世界)

自然科学(世界)
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592 自然科学(世界) 原子理論と自然記述 / ニールス・ボーア [著] ; 井上健訳 : 新装版 みすず書房, 2008 429||G||1

593 自然科学(世界)
精神と物質 : 意識と科学的世界像をめぐる考察 / エルヴィン・シュレーディンガー著 ;
中村量空訳. -- 改訂版

工作舎, 1999 401||S||13

594 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 1. 1巻第1分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||1

595 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 2. 1巻第2分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||2

596 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 3. 2巻第1分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||3

597 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 4. 2巻第2分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||4

598 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 5. 3巻1部 共立出版, 1958 410.8||K||4||5

599 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 6. 3巻2部第1分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||6

600 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 7. 3巻2部第2分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||7

601 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 8. 4巻第1分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||8

602 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 9. 4巻第2分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||9

603 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 10. 4巻第3分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||10

604 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 11. 5巻第1分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||11

605 高等数学教程 / スミルノフ [著] ; 彌永昌吉 [ほか] 飜訳監修 ; 福原満洲雄訳者代表 12. 5巻第2分冊 共立出版, 1958 410.8||K||4||12

606 自然科学(世界) ハッブル銀河の世界 / ハッブル [著] ; 戎崎俊一訳 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||941-1

607 自然科学(世界)
サイバネティックス―動物と機械における制御と通信 / ウィーナー ; 池原 止戈夫/彌永
昌吉/室賀 三郎/戸田 巌訳

岩波書店. 2011. -- (岩波文庫） 岩波文庫||B||948-1

608 自然科学(世界) 自然科学的世界像 / W. ハイゼンベルク[著] ; 田村松平訳. -- 第2版 : 新装版 みすず書房, 2008 420.4||S||3

609 自然科学(世界) 現代物理学の思想 / W.ハイゼンベルク [著] ; 河野伊三郎, 富山小太郎訳 : 新装版 みすず書房, 2008 421.3||G||9

610 自然科学(世界) 部分と全体 : 私の生涯の偉大な出会いと対話 / W. ハイゼンベルク [著] ; 山崎和夫訳 : 新装 みすず書房, 1999 289.3||B||11

611 自然科学(世界) 量子力學 / ディラック著 ; 朝永振一郎 [ほか] 共譯 岩波書店, 1968 421.3||R||105

612 自然科学(世界) 計算機と脳 / J.フォン・ノイマン著 ; 柴田裕之訳 筑摩書房, 2011. -- (ちくま学芸文庫) 007.6||K||163

613 自然科学(世界) 数理物理学の方法 : ノイマン・コレクション / J. フォン・ノイマン著 ; 伊東恵一編訳 筑摩書房, 2013. -- (ちくま学芸文庫) 421.5||S||23

614 自然科学(世界) ソロモンの指環―動物行動学入門 / ローレンツ，コンラート ; 日高 敏隆 早川書房.2006 481.7||S||11

615
力学・場の理論 : ランダウ=リフシッツ物理学小教程 / L.D.ランダウ, E.M.リフシッツ
著 ; 水戸巌 [ほか] 訳

筑摩書房, 2008. -- (ちくま学芸文庫) 423||R||38

616
量子力学 : ランダウ=リフシッツ物理学小教程 / L.D.ランダウ, E.M.リフシッツ著 ; 好村
滋洋, 井上健男訳

筑摩書房, 2008. -- (ちくま学芸文庫) 421.3||R||104

617 ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 坪井忠二訳 1. 力学 岩波書店, 1986 420.8||F||3||1

自然科学(世界)

自然科学(世界)

自然科学(世界)
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618 ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 富山小太郎訳 2. 光熱波動 岩波書店, 1986 420.8||F||3||2

619 ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 宮島龍興訳 3. 電磁気学 岩波書店, 1986 420.8||F||3||3

620 ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 戸田盛和訳. -- 増補版 4. 電磁波と物性 岩波書店, 2002 420.8||F||3||4

621 ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 砂川重信訳 5. 量子力学 岩波書店, 1986 420.8||F||3||5

622 自然科学(世界)
二重らせん : DNAの構造を発見した科学者の記録 / ジェームス・D・ワトソン著 ; 江上
不二夫, 中村桂子訳

講談社, 2012. -- (ブルーバックス) ブルーバックス||B||1792

623 自然科学(世界) 微分積分学教程 / ロバート・アッシュ, キャロル・アッシュ共著 ; 福島甫 [ほか] 訳 森北出版, 1988 413.3||B||74

624 銃・病原菌・鉄 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 倉骨彰訳 上巻 草思社, 2012. -- (草思社文庫) 204||J||6||上

625 銃・病原菌・鉄 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 倉骨彰訳 下巻 草思社, 2012. -- (草思社文庫) 204||J||6||下

626 自然科学(世界)
ゲーデル, エッシャー, バッハ : あるいは不思議の環 / ダグラス・R・ホフスタッター著
; 野崎昭弘, はやしはじめ, 柳瀬尚紀訳

白揚社, 2005 410.1||G||4

627 解析教程 / E.ハイラー, G.ヴァンナー著 ; 蟹江幸博訳 上 丸善出版, 2012 413||K||34||上

628 解析教程 / E.ハイラー, G.ヴァンナー著 ; 蟹江幸博訳 下 丸善出版, 2012 413||K||34||下

自然科学(日本)

629 自然科学(日本) 塵劫記 / 吉田 光由著 ; 大矢 真一校注 岩波書店, 1998. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||24-1

630 自然科学(日本) 関孝和の数学 / 竹之内脩著 共立出版, 2008 419.2||S||2

631 自然科学(日本) 杉田玄白 ; 平賀源内 ; 司馬江漢 / 芳賀徹責任編集
中央公論社, 1984. -- (中公バックス . 日本の名
著)

121||S||3

632 自然科学(日本) 蘭学事始ほか / 杉田玄白 [著] ; 芳賀徹, 緒方富雄, 楢林忠男訳 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 402.1||R||9

633 自然科学(日本) 植物記 / 牧野富太郎著 筑摩書房. 2008. -- (ちくま学芸文庫) 470.4||S||9

634 寺田寅彦全集 / 寺田寅彦著 第14巻. 科学雑纂1 岩波書店, 1996 081.6||T||4||14

635 寺田寅彦全集 / 寺田寅彦著 第15巻. 科学雑纂2 岩波書店, 1996 081.6||T||4||15

636 自然科学(日本) 零の発見 : 数学の生い立ち / 吉田洋一著 --改版 岩波書店. 1979. -- (岩波新書） 岩波新書||R||49

637 自然科学(日本) 雪 / 中谷宇吉郎著 岩波書店, 1994. -- (岩波文庫) 岩波文庫||G||124-2

638 自然科学(日本) 生物の世界 / 今西錦司 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 460.4||S||19

639 量子力学 / 朝永振一郎著. -- 第2版, 22刷 1 みすず書房, 1991 421.3||R||30||1

640 量子力学 / 朝永振一郎著. -- 第2版, 22刷 2 みすず書房, 1991 421.3||R||30||2

641 自然科学(日本) 物理の歴史 / 朝永振一郎編 筑摩書房. 2010.--(ちくま学芸文庫) 420||B||31

642 自然科学(日本) 人間にとって科学とはなにか / 湯川秀樹, 梅棹忠夫[著] 中央公論新社, 2012. -- (中公クラシックス) 404||N||10

自然科学(世界)

自然科学(世界)

自然科学(世界)

自然科学(日本)

自然科学(日本)
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643 自然科学(日本) 目に見えないもの / 湯川秀樹 講談社. 1992. -- (講談社学術文庫) 421||M||2

644 自然科学(日本) 学問の創造 / 福井謙一著 佼成出版社, 1984 002||G||20

東洋古典

645 東洋古典 詩経 : 中国の古代歌謡 / 白川静著 中央公論社, 1970. -- (中公新書) 中公新書||||220

646 東洋古典 書経 / 野村茂夫著 : 新装版 明徳出版社, 2012. -- (中国古典新書) 123.2||S||5

647 易経 / 高田真治, 後藤基巳訳 上 岩波書店, 1969. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||201-1

648 易経 / 高田真治, 後藤基巳訳 下 岩波書店, 1993. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||201-2

649 東洋古典 老子 / 蜂屋邦夫訳註 岩波書店, 2008. -- (岩波文庫, 青-205-1) 岩波文庫||B||205-1

650 春秋左氏伝 / 小倉芳彦訳 上 岩波書店, 1988. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||216-1

651 春秋左氏伝 / 小倉芳彦訳 中 岩波書店, 1988. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||216-2

652 春秋左氏伝 / 小倉芳彦訳 下 岩波書店, 1988. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||216-3

653 東洋古典 孫子 / [孫子著] ; 町田三郎訳 中央公論新社, 2011. -- (中公クラシックス) 399.2||S||6

654 東洋古典 論語 / [孔子著] ; 金谷治訳注 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫, 青-202-1) 岩波文庫||B||202-1

655 孟子 / 小林勝人訳注 上 岩波書店, 1968. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||204-1

656 孟子 / 小林勝人訳注 下 岩波書店, 1972. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||204-2

657 荘子 / 荘子著 ; 福永光司, 興膳宏訳 内篇 筑摩書房, 2013. -- (ちくま学芸文庫) 124.2||S||7||内篇

658 荘子 / 荘子著 ; 福永光司, 興膳宏訳 外篇 筑摩書房, 2013. -- (ちくま学芸文庫) 124.2||S||7||外篇

659 荘子 / 荘子著 ; 福永光司, 興膳宏訳 雑篇 筑摩書房, 2013. -- (ちくま学芸文庫) 124.2||S||7||雑篇

660 東洋古典 大学 ; 中庸 / 赤塚忠著 明治書院, 1967. -- (新釈漢文大系) 082||S||1||2

661 荀子 / 金谷治訳注 上 岩波書店, 1961. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||208-1

662 荀子 / 金谷治訳注 下 岩波書店, 1962. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||208-2

663 東洋古典 礼記 / 下見隆雄著 明徳出版社, 1973. -- (中国古典新書) 123.4||R||7

664 史記列伝 / 司馬遷著 ; 野口定男訳 1 平凡社, 2010. -- (平凡社ライブラリー) 222||S||268||1

665 史記列伝 / 司馬遷著 ; 野口定男訳 2 平凡社, 2010. -- (平凡社ライブラリー) 222||S||268||2

666 史記列伝 / 司馬遷著 ; 野口定男訳 3 平凡社, 2010. -- (平凡社ライブラリー) 222||S||268||3

667 東洋古典 戦国策 / 近藤光男 講談社. 2005. -- (講談社学術文庫) 222||S||275
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668 東洋古典
新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝―中国正史日本伝〈1〉 / 石
原道博 編訳

岩波書店, 1985. -- (岩波文庫) 岩波文庫||B||401-1

669 東洋古典 貞観政要 / 原田種成著 明徳出版社, 1967. -- (中国古典新書) 312.2||J||1

670 唐詩選 / [李攀竜編] ; 前野直彬注解 上 岩波書店, 2000. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||9-1

671 唐詩選 / [李攀竜編] ; 前野直彬注解 中 岩波書店, 2000. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||9-2

672 唐詩選 / [李攀竜編] ; 前野直彬注解 下 岩波書店, 2000. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||9-3

673 東洋古典 十八史略 / 竹内弘行 [著] 講談社, 2008. -- (講談社学術文庫) 222||J||21

674 東洋古典 伝習録 / 王陽明 [著] ; 溝口雄三訳 中央公論新社, 2005. -- (中公クラシックス) 125.5||D||3

675 東洋古典 臨済録 / [臨済義玄著] ; 柳田聖山訳 中央公論新社, 2004. -- (中公クラシックス) 188.8||R||6

676 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 1 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-1

677 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 2 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-2

678 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 3 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-3

679 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 4 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-4

680 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 5 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-5

681 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 6 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-6

682 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 7 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-7

683 三国志 / 小川環樹、金田純一郎訳 8 岩波書店, 2010. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||12-8

684 水滸伝 / 吉川 幸次郎/清水 茂訳 1 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-1

685 水滸伝 / 吉川 幸次郎/清水 茂訳 2 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-2

686 水滸伝 / 施耐庵/吉川幸次郎訳 3 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-3

687 水滸伝 / 施耐庵/吉川幸次郎訳 4 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-4

688 水滸伝 / 施耐庵/吉川幸次郎訳 5 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-5

689 水滸伝 / 施耐庵/吉川幸次郎訳 6 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-6

690 水滸伝 / 清水 茂訳 7 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-7

691 水滸伝 / 清水 茂訳 8 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-8

692 水滸伝 / 清水 茂訳 9 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||16-9

693 水滸伝 / 清水 茂訳 10 岩波書店, 1998-1999. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||17-0
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694 西遊記  / 中野 美代子訳 1 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-1

695 西遊記  / 中野 美代子訳 2 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-2

696 西遊記  / 中野 美代子訳 3 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-3

697 西遊記  / 中野 美代子訳 4 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-4

698 西遊記  / 中野 美代子訳 5 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-5

699 西遊記  / 中野 美代子訳 6 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-6

700 西遊記  / 中野 美代子訳 7 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-7

701 西遊記  / 中野 美代子訳 8 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-8

702 西遊記  / 中野 美代子訳 9 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-9

703 西遊記  / 中野 美代子訳 10 岩波書店, 2005. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||20-10

704 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 1 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-1

705 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 2 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-2

706 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 3 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-3

707 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 4 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-4

708 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 5 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-5

709 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 6 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-6

710 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 7 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-7

711 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 8 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-8

712 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 9 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||14-9

713 金瓶梅 / 小野忍、千田九一訳 10 岩波書店, 2004. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||15-0

714 東洋古典 天工開物 / 宋応星 ; 薮内清訳 平凡社. (東洋文庫） 502.2||T||1

715 聊斎志異 / 蒲 松齢作 ; 立間 祥介編訳 上 岩波書店, 1997. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||40-1

716 聊斎志異 / 蒲 松齢作 ; 立間 祥介編訳 下 岩波書店, 1997. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||40-2

717 新訳紅楼夢 / 曹雪芹作 ; 井波陵一訳 1 岩波書店 , 2013-2014 923.6||S||9||1

718 新訳紅楼夢 / 曹雪芹作 ; 井波陵一訳 2 岩波書店 , 2013-2014 923.6||S||9||2

719 新訳紅楼夢 / 曹雪芹作 ; 井波陵一訳 3 岩波書店 , 2013-2014 923.6||S||9||3
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720 新訳紅楼夢 / 曹雪芹作 ; 井波陵一訳 4 岩波書店 , 2013-2014 923.6||S||9||4

721 新訳紅楼夢 / 曹雪芹作 ; 井波陵一訳 5 岩波書店 , 2013-2014 923.6||S||9||5

722 新訳紅楼夢 / 曹雪芹作 ; 井波陵一訳 6 岩波書店 , 2013-2014 923.6||S||9||6

723 新訳紅楼夢 / 曹雪芹作 ; 井波陵一訳 7 岩波書店 , 2013-2014 923.6||S||9||7

724 東洋古典 菜根譚 / 洪 自誠 (著), 今井 宇三郎(翻訳) 岩波書店, 1975. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||23-1

725 東洋古典 三民主義 (抄) ほか / 孫文 [著] ; 島田虔次, 近藤秀樹, 堀川哲男訳 中央公論新社, 2006. -- (中公クラシックス) 312.2||S||11

726 東洋古典 阿Q正伝 ; 狂人日記 : 他十二篇(吶喊) / 魯迅作 ; 竹内好訳. -- 第77刷改版 岩波書店, 2006. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||25-2

727 東洋古典 毛沢東語録 / 毛沢東、竹内実訳 平凡社. (平凡社ライブラリー） 309.3||M||14

728 東洋古典 中国名詩集 / 井波律子著 岩波書店. 2010 921||C||25

729 東洋古典 原始仏典 / 中村元著 筑摩書房. 2011. --(ちくま学芸文庫) 183||G||4

730 東洋古典 般若心経 ; 金剛般若経 / 中村元,紀野一義 岩波書店. 2010 岩波文庫||B||303-1

731 東洋古典 原典訳ウパニシャッド / 岩本裕編訳 筑摩書房, 2013. -- (ちくま学芸文庫) 126.3||G||1

732 東洋古典 バガヴァッド・ギーター / 上村勝彦訳 岩波書店, 1992. -- (岩波文庫) 岩波文庫||R||68-1

733 コーラン / 藤本勝次, 伴康哉, 池田修訳 1 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 167.3||K||7||1

734 コーラン / 藤本勝次, 伴康哉, 池田修訳 2 中央公論新社, 2002. -- (中公クラシックス) 167.3||K||7||2

735 東洋古典 カムイ・ユーカラ : アイヌ・ラッ・クル伝 / 山本多助著 平凡社. 1993. --(平凡社ライブラリー) 929.2||K||1

*おおよそ著者の生年順で並べています。 冊数 合計   735冊
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