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1 生涯学習概論 5 情報サービス演習
山本順一 監修／前平泰志監修／渡邊洋子編著 山本 順一 監修／中山 愛理 編著

2014 276ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房 2017 258ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房

ISBN 9784623070411 ¥2,800 ISBN 9784623078363　 ¥2,800

2 図書館概論　 6 情報資源組織論[第2版]
山本 順一 監修・著 山本 順一 監修／志保田 務 編著

2015 282ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房 2016 224ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房

ISBN 9784623073139 ¥3,000 ISBN 9784623076512 ¥2,600

3 図書館制度・経営論 7 情報資源組織演習
 山本 順一 監修／安藤 友張 編著　 山本 順一 監修／竹之内禎／長谷川昭子／西田洋平／田嶋知宏編著

2013 208ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房 2016 370ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房

ISBN 9784623065295 ¥2,500 ISBN 9784623076451 ¥3,500

4 図書館情報技術論　 8 すぐ実践できる情報スキル50
山本 順一 監修／河島 茂生 編著 塩谷 京子 編著

2013 288ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房 2016 212ｐ 　B5判 ミネルヴァ書房

ISBN 9784623065745　 ¥2,800 ISBN 9784623076611 ¥2,200

(印刷その他に関するお問い合わせ先：　宏侑舎　FAX:(045)929-2906　　e-mail: kouyou384@outlook.com)

取扱い書店

------------------------------------------------------------------------------------------------

   学術書 推薦図書リスト

　　図書（館）、書誌学、文学、語学、言語学
当目録では、専門書の出版社（亜紀書房、以文社、エディションシナプス、慶應義塾大学出版会、勁草書房、
青土社、創元社、筑摩書房、東京大学出版会、日本評論社、白水社、法政大学出版局、丸善出版、みすず書
房、ミネルヴァ書房、ゆまに書房、ユーリカプレス 五十音順）など各社の推薦図書を各分野に分けてご案内さ
せていただきます。書籍の内容に関するお問い合わせは各出版社までお願いします。表示の価格はカタログ
作成時の本体価格です。

＜図書館、図書館学＞

学習支援者として仕事や活動に取り組んでいる人
に、「生涯学習とは何か」という問いをわかりやすく
解説。

ネットワーク情報資源及び、紙媒体の情報資源の
中から厳選した定評のある情報資源を紹介。

日米の比較・検討を行いながら、主体的な価値観
をもつ市民の創造に資する図書館サービスについ
て解説する。

Web時代の情報資源をめぐる最新の状況を幅広く
紹介。 デジタル資源の組織化を重視した第2版。

図書館経営のあり方を最新の調査データや、各地
で取り組まれている事例を取り上げながら解説す
る。

豊富な事例・図表・資料で情報資源の組織化を実
践的に学ぶ。NDC新訂10版完全準拠。

図書館の運営にあたって必要となる情報技術につ
いて、各分野の第一人者が事例を取り上げ、解説
する。

小・中学校九年間を見通した各教科等に埋め込ま
れている情報スキル50を考案。現場ですぐに役立
つ書。



9 図書館情報学教育の戦後史 15 絵本論　
根本 彰 監修 棚橋美代子、阿部紀子、林美千代　

2015 1052ｐ 　 A5判 ミネルヴァ書房 2005 160p A5判 創元社

ISBN 9784623072125 ¥18,000 ISBN 9784422120560 ¥2,000

10 理想の図書館とは何か 16 読む技術
根本 彰 著 塚田泰彦

　2011 232ｐ 　四六判 ミネルヴァ書房 2014 224p 四六判 創元社

ISBN 9784623060979　 ¥2,500 ISBN 9784422800301 ¥1,300

11 情報を読む力、学問する心　 17 シリーズ図書館情報学１　図書館情報学基礎

長尾 真 著 根本　彰　編

　2010 332ｐ 　四六判 ミネルヴァ書房 2013 280ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784623058402 ¥2,800 ISBN 9784130034913 ¥3,200

12 学校司書と先生のための すぐできるブックトーク 18 シリーズ図書館情報学２　情報資源の組織化と提供

渡辺暢惠／小柳聡美／和田幸子／齋藤洋子著 根本　彰、岸田　和明　編

2012 172ｐ 　B5判 ミネルヴァ書房 2013 212ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784623062652 ¥2,200 ISBN 9784130034920 ¥3,000

　

13 図書館情報学用語辞典　第4版 19 シリーズ図書館情報学３　情報資源の社会制度と経営

日本図書館情報学会用語辞典編集委員会 編 根本　彰　編

2013 296p A5判 丸善出版 2013 304ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784621087749 ¥3,800 ISBN 9784130034937 ¥3,200

14 世界の不思議な図書館　 20 図書館情報学概論
アレックス・ジョンソン著／北川玲訳　 リチャード・ルービン　著　根本　彰　訳

2016 240p 186×186創元社 2014 372ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784422311067　 ¥3,200 ISBN 9784130010078 ¥5,600

どんな本が面白いの? 自分に合う本はどれ? そん
な子どもたちの気持ちに応えたい!

情報資源の組織化のための技術と、それによって
可能となるサービスについて論じる。

基礎的な概念、図書館運営、分類・件名などに関
する専門用語と人名や団体名など、約1,800項目を
収録。

情報資源を扱う公的セクターおよび私的セクターに
ついて，制度ならびに経営という観点から検討して
いく。

本さえあれば、そこは図書館になる。世界中の個
性派ライブラリー全89館を紹介。

図書館情報学の全貌を紹介し，その最前線へと誘
う，アメリカ図書館情報学概説書，初の翻訳。

 

専門課程と司書・司書教諭養成の展開を通史的に
捉え、図書館情報専門職養成のあり方を展望す
る。

同じ物語でも、作家や絵によってどれだけ違うかと
いった興味深い比較や、絵本の校正・歴史などを
紹介。

各地の事例を紹介し、情報ストックを元にしたサー
ビスを展開し、知の大海に乗り出すための位置づ
けを行う。

生涯にわたって読む意欲を持ち続け、読書生活を
より豊かに深くするためにどうするか。

情報学の第一人者。神職の家に生まれた好奇心
旺盛な少年は、いかにして研究の道を進むにい
たったのか。

図書館情報学が、何を対象にしてどのような方法
でアプローチしているのかについて論じる。



21 公立図書館の無料原則と公貸権制度 27 図書館情報学 第二版
稲垣　行子 上田修一・倉田敬子 編著

2016 440p A5判 日本評論社 2017 308ｐ A5判 勁草書房

ISBN 9784535521469 ¥5,700 ISBN 9784326000432 ¥3,200

22 21世紀の図書館職員の養成 28 知識資源のメタデータ 第2版
大城　善山本　貴子 谷口祥一・緑川信之

2016 212p A5判 日本評論社 2016 292ｐ Ａ5判 勁草書房

ISBN 9784535586949 ¥4,800 ISBN 9784326000425 ¥3,500

＜図書・書誌学＞

23 読書礼讃 29 書物と製本術
アルベルト・マングェル 著／野中邦子 訳 野村悠里

2014 444p 四六判 白水社 2017 240p A5判 みすず書房

ISBN 9784560083574 ¥3,800 ISBN 9784622085652 ¥7,500

24 本棚の歴史 30 西洋人女性の明治日本記 英文書誌事典

ヘンリー・ペトロスキー 著／池田栄一 訳 ロナルド・クライン

2017 300p 四六判 白水社 2016 345ｐ B5判 ユーリカ・プレス

ISBN 9784560095492 ¥4,800 ISBN 9784902454932 ¥34,800

　

25 歴史に見る日本の図書館 31

髙山正也 ［編著・解題］ 横山　學　 全6巻

2016 260p 四六判 勁草書房 2017 平均460p 　A5判 ゆまに書房

ISBN 9784326050161 ¥2,800 ISBN 9784843351284 ｾｯﾄ\120,000

26 地方自治と図書館 32

片山善博・糸賀雅児 ［編集］ 松本和久 全9巻

2016 272p 四六判 勁草書房 2016 平均522p A5判 ゆまに書房

ISBN 9784326050178 ¥2,300 ISBN 　9784843350478 ｾｯﾄ\195,000

書誌書目シリーズ110
フランク・ホーレー旧蔵「宝玲文庫」資料集成

書物の発達と共に進んできた本棚の知られざる歴
史を名著『鉛筆と人間』の著者が跡づける。

西洋人女性著者約200名の人物情報と主著600点
の解題＋1200件以上の雑誌記事や二次文献を網
羅。

鳥取県知事・総務大臣を務めた地方自治の泰斗・
片山と、図書館政策論の第一人者・糸賀が縦横に
論じ合う。

　「満洲国」の出版史を概観する手掛かりとして、そ
の政府機関や大学が収集し、作成した図書目録を
復刻。

公立図書館利用の無料原則と図書資料の著作者
権利との調整の問題を、国民の知る権利自由の視
点から考察。

図書館情報学の概念・用語を体系的に解説した基
本テキスト。最新動向を分かりやすく詳説する。

デジタル化時代の進行とともに変革の波にさらされ
る図書館。業務を担う職員の養成に求められるも
のとは。

知識（情報）資源の組織化に関わる近年の最新情
報を加えた改訂版。図書館情報学関係者必携の
書。

半世紀近くにわたり、出版や翻訳業にたずさわりな
がら世界を旅してきた著者による、珠玉のエッセイ
集。

本の文化をどのように継承するのか？ 本をつくる
場所からその根本を問う、工房からの書物史。

書誌書目シリーズ109
「満洲国」公的機関収蔵図書目録

図書館情報学で看過されてきた事項を中心に、日
本の図書館が伝承してきた歴史・伝統・業績を論
述する。

収蔵数1万7千余冊。豊富な古典籍を収集したホー
レー文庫の全貌。



 

33 39 世界の文字事典

［監修・解題］ 小山　騰 全5巻 庄司博史 編　

2016 平均380p 　A5判 ゆまに書房 2015 450p A5判 丸善出版

ISBN 9784843317501 ｾｯﾄ\90,000 ISBN 9784621088944 ¥10,000

　 ＜言語＞ 40 翻訳できない世界のことば　
34 はじめて学ぶ方言学 エラ・フランシス・サンダース著／前田まゆみ訳　

井上史雄／木部暢子編著 2016 112ｐ B5判変型創元社

2016 312ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房 ISBN 9784422701042　 ¥1,600

ISBN 9784623075201 ¥2,800

35 よくわかる社会言語学 41 たのしい回文　
田中春美／田中幸子編著 せとちとせ

2015 176ｐ 　B5判 ミネルヴァ書房 2013 160ｐ 四六判 創元社

ISBN 9784623072699　 ¥2,400 ISBN 9784422800387　 ¥952

36 よくわかる翻訳通訳学 42

鳥飼 玖美子 編著 スコット・L・モンゴメリ 著／大久保友博 訳

2013 200ｐ 　B5判 ミネルヴァ書房 2016 500p 四六判 白水社

ISBN 9784623067275 ¥2,400 ISBN 9784560095102 ¥4,000

　

37 言語文化の深層をたずねて 43

堀井 令以知 著 黒田龍之助 著

2013 448ｐ 四六判 ミネルヴァ書房 2016 258p 四六判 白水社

ISBN 9784623064960 ¥3,500 ISBN 9784560087275 ¥1,900

38 言語科学の百科事典 　 44 訳された近代
編集委員長　鈴木良次 長沼美香子

2006 890p A5判 丸善出版 2017 438p Ａ5判 法政大学出版局

ISBN 9784621077337 ¥23,000 ISBN 9784588445057 ¥5,800

翻訳のダイナミズム　時代と文化を貫く知の運動

言語科学の最前線が一望できる事典。360の中項
目を、図版やグラフを盛り込みビジュアルに解説。

明治初期、当時一流の洋学者たちを総動員して進
められた、文部省主導の大規模な翻訳プロジェク
ト。

　構想よりおよそ10年、ついに刊行なる。アーネス
ト・サトウに関連する蔵書目録21点を初公刊。

漢字、アラビア文字、キリルからマヤ文字まで世界
のさまざまな文字をカタカナ読みができるように紹
介。

他の言語に訳すときに一言では言い表せないよう
な「翻訳できない言葉」を世界中から集めた単語
集。

最新の研究成果を盛り込みながら、社会言語学の
全体像が把握できる入門書。

回文って、こんなに面白いんだ！　切れ味シャープ
な爆笑作品の数々で送る、愉快な言葉遊びの世
界。

翻訳通訳の魅力的な世界を存分に味わえる、本邦
初の入門書。通訳者や翻訳者に興味のある人に
最適な書。

古代ギリシアの科学・文化はいかに中世アラビア・
近代日本へと継承されたのか。前人未踏の《翻訳
の世界史》

私たちが生活のなかで使う「方言」とは何だろう?
発音から敬語まで第一人者が平易に解説。

書誌書目シリーズ72
アーネスト・サトウ関連蔵書目録

比較言語学から、語源、そして京ことばの探究へ。
日本言語学の第一人者が最後に語った生涯と学
問の全て。

語学参考書は文法だけでなく、新たな世界の魅力
まで教えてくれる。読めば読むほど面白いお薦め
の103冊。

 寝るまえ5分の外国語　語学書書評集



＜日本語＞

45 名言・格言・ことわざ辞典 51 古語大鑑　第１巻　あ～お
増井 金典 著 築島　裕　編集委員会代表

2015 352ｐ 　A5判 ミネルヴァ書房 2011 936ｐ B5判 東京大学出版会

ISBN 9784623071432 ¥3,500 ISBN 9784130800051 ¥38,000

46 敬語のレッスン　 52 古語大鑑　第２巻　か～さ
梅津正樹　 築島　裕　編集委員会代表

2012 208ｐ 四六判 創元社 2016 704ｐ B5判 東京大学出版会

ISBN 9784422800295　 ¥1,400 ISBN 9784130800068 ¥42,000

47 新版 書く技術　 53 ドナルド・キーン　わたしの日本語修行
森脇逸男　 ドナルド・キーン、河路由佳 著

2004 286ｐ B6判 創元社 2014 266p 四六判 白水社

ISBN 9784422800257　 ¥1,500 ISBN 9784560086773 ¥1,800

 

48 大阪ことば学 54 外国語を身につけるための日本語レッスン

尾上圭介 三森ゆりか 著

1999 210ｐ 小B6判 創元社 2003 218p 四六判 白水社

ISBN 9784422800356　 ¥1,200 ISBN 9784560049884 ¥1,500

　

＜外国語＞

49 日本語力をつける文章読本 55 漢字文化の源流
二通　信子、門倉　正美、佐藤　広子　編 阿辻哲次 著

2012 258ｐ A5判 東京大学出版会 2009 168p 四六判 丸善出版

ISBN 9784130820172 ¥1,900 ISBN 9784621082058 ¥1,800

           

漢字の種々の書体や漢字の成り立ちの変遷をた
どりながら、文字(漢字)の文化を概観する。

先人の思いが込められた名言や庶民の知恵がつ
まったことわざを約5500語を紹介する。

上代から鎌倉時代の終わりまでの語に重点を置
き，その期間に成立した文献に現れる語彙約4万
語を収録。

敬語は、複雑な人間関係の中で自分自身を表現
するためのツールです。

大阪弁には、人と人の接触の仕方、ものの感じ方
や表現の仕方といった独特の文化がある。

論理的な文章の書き方や説明の方法などの言語
技術を、本書ではまず日本語から鍛えていきま
す。

上代から鎌倉時代の終わりまでの語に重点を置
き，その期間に成立した文献に現れる語彙約4万
語を収録。

文章の基本から、達意の文章が書けるようになる
までの指導書。

日本文学の泰斗はいかに日本語を学び、それを生
涯の仕事とするに至ったのか。自身の原点を語
る。

新書の知的な面白さを味わいながら，クリティカル
に読む力を伸ばせるアンソロジー。



57 世界の英語ができるまで 63 ゲリラと森を行く
唐澤一友 アルンダティ・ロイ著／粟飯原文子訳

2016 288ｐ 　四六判 亜紀書房 2013 244ｐ 四六判 以文社

ISBN 9784750514697 ¥2,000 ISBN 9784753103133 ¥2,800

58 二葉亭四迷のロシア語翻訳 64 複数性のエコロジー
コックリル浩子 篠原雅武

2015 374p Ａ5判 法政大学出版局 2016 320ｐ 四六判 以文社

ISBN 9784588470059 ¥5,400 ISBN 9784753103355 ¥2,600

＜文学＞

59 文学理論講義 65 日本文学源流史
ピーター・バリー 著／高橋 和久監訳 藤井貞和

2014 434ｐ A5判 ミネルヴァ書房 2016 488p 　四六判 青土社

ISBN 9784623070435 ¥4,000 ISBN 9784791769100 ¥4,200

60 火によって 66 注目すべき125通の手紙
ターハル・ベン＝ジェッルーン著／岡真理訳 ショーン・アッシャー著／北川玲訳　

2012 128ｐ 四六判 以文社 2014 400ｐ A4判 創元社

ISBN 9784753103058 ¥1,900 ISBN 9784422900322　 ¥3,000

　

61 アメリカ、ヘテロトピア 67 Ｊブンガク
宇野邦一 ロバート　キャンベル　編

2012 232ｐ 四六判 以文社 2010 256ｐ A5判 東京大学出版会

ISBN 9784753103089 ¥2,600 ISBN 9784130830546 ¥1,800

62 海賊ユートピア 68 小説的思考のススメ
ピーター・ランボーン・ウィルソン著／菰田真介訳 阿部　公彦

2013 304ｐ 四六判 以文社 2012 240ｐ 四六判 東京大学出版会

ISBN 9784753103119 ¥2,600 ISBN 9784130830584 ¥2,200

中東革命「アラブの春」の発端となった一青年の焼
身自殺。火花となって世界を燃え上がらせた人間
の物語。

女王陛下から市井の人たちまで、時代を越えて
人々の心を動かす手紙125通を、原本と解説を添
えて紹介。

独立戦争から〈帝国〉の時代までの文学と政治思
想の神髄に迫った新しい公共性を構想する。

日本の名作50編を原文と英訳で読みくらべ、英語
的発想を学び，日本文学のおもしろさに出会いな
おす。

17世紀、キリスト教の背教者たちが北アフリカから
生んだハキム・ベイが別名義で解き放つ海賊ユー
トピア。

読み方のコツを知り，このジャンルに独特な“頭の
働き”を鍛える小説入門．

英語誕生の瞬間から、「世界の共通語」になった現
在まで、英語の歴史と各国の特徴をたどる知の
旅！

繁栄するインドが掃討しようとするゲリラ。著者が
その子供や女性らと森で寝食を共にし、未来を構
想する。

ロシア文学の逐語的翻訳を通じて近代日本語文学
に決定的な革新をもたらした二葉亭四迷の翻訳研
究。

「エコロジー」概念を刷新する思想家Ｔ・モートンと
の対話を通じ、現代の「生きづらさ」の根源を問い
直す。

テリー・イーグルトンの『文学とは何か』(初版1985
年)に代わる、英語圏ではスタンダードな入門書。

ことばは、文学は、どこからやってきたのか。その
源流をたどる壮大な文学史がついに完成。



＜日本文学＞

69 知られざる文豪 直木三十五 75 ＧＯＺＯノート１　コジキの思想
山崎 國紀 著 吉増剛造

2014 420ｐ 四六判 ミネルヴァ書房 2016 320p 四六判 慶應義塾大学出版会

ISBN 9784623070633 ¥3,500 ISBN 9784766423396 ¥3,500

70 76 ＧＯＺＯノート２　航海日誌

　［監修・解題］ 島村　輝 吉増剛造

　A5判 ゆまに書房 2016 304p 四六判 慶應義塾大学出版会

ISBN 9784843349793 ｾｯﾄ\207,000 ISBN 9784766423402 ¥3,500

71 77 ＧＯＺＯノート３　（わたしは映画だ）

［監修・解題］ 島村　輝 吉増剛造

2016 平均410p 　A5判 ゆまに書房 2016 304p 四六判 慶應義塾大学出版会

ISBN 9784843348529 ｾｯﾄ\83,000 ISBN 9784766423419 ¥3,500

72 旅の食卓 78 小泉信三エッセイ選１　善を行うに勇なれ
　池内紀 小泉信三著/山内慶太・神吉創ニ・都倉武之・松永浩気編

2016 234ｐ 　四六判 亜紀書房 2016 304p 四六判 慶應義塾大学出版会

ISBN 9784750514802 ¥1,600 ISBN 9784766423839 ¥2,800

　

73 永井荷風の批判的審美主義 79 小泉信三エッセイ選2　私と福澤諭吉
鈴木文孝 小泉信三著/山内慶太・神吉創ニ・都倉武之・松永浩気編

2010 488ｐ A5判 以文社 2017 304p 四六判 慶應義塾大学出版会

ISBN 9784753102815 ¥4,700 ISBN 9784766423846 ¥2,800

74 『沈黙』をめぐる短編集 80 日本列島人の思想
遠藤周作著/加藤宗也編 益田勝実

2016 320p 四六判 慶應義塾大学出版会 2015 318p 　四六判 青土社

ISBN 9784766423433 ¥3,000 ISBN 9784791768950 ¥2,600

2015～2016　平均532p

代表作『南国太平記』を著した流行作家がいま蘇
る…稀有な人物像と作品世界を徹底的に解明した
評伝。

怒涛の１９６０～８０年代に詩をめぐって書きつづら
れた過激にして優美な自選エッセイ集。解説＝平
野啓一郎

梅原北明の代表的な雑誌。関東大震災からアジア
太平洋15年戦争までを繋ぐサブカルチャー領域の
貴重資料。

１９６０～８０年代の混沌とした世界を駆けまわった
吉増剛造の旅の記録/記憶。解説＝長野まゆみ

梅原北明の責任編集となってからの「文藝市場」、
上海にて出版されたとされる「カーマシヤストラ」を
収録。

言語のアヴァンギャルド吉増剛造の写真・舞踏な
どあらゆるイメージをめぐる思考の軌跡。対談＝荒
木経惟

叢書エログロナンセンス　第Ⅰ期
グロテスク　全10巻+補巻1

叢書エログロナンセンス　第Ⅱ期
文藝市場／カーマシヤストラ　全5巻

ふらっと旅に出かけてみれば、きっとすてきな発見
がある。旅の達人池内紀による大人のための散歩
エッセイ。

戦後日本を代表する言論人であり名文家としても
名高い小泉信三のエッセイ60余編を収録。

老荘と仏教を混和した中国思想と、個人主義的芸
術至上主義の西洋思想を体得した荷風の作品世
界を読む。

福澤諭吉の膝下に育った勇気ある自由人、小泉信
三が描く追憶の福澤像の数々を収録。

幻の処女作『アフリカの体臭-魔窟にいたコリンヌ・
リュシェール』を初収録した遠藤周作の短編集。

日本を代表する国文学者の主要作品を網羅した
益田古代学の決定版。



81 見て読んで書いて、死ぬ 87 アーサー・ウェイリー　『源氏物語』の翻訳者

高山宏 平川祐弘 著

2016 526p 　四六判 青土社 2008 488p 四六判 白水社

ISBN 9784791769636 ¥3,200 ISBN 9784560031919 ¥4,000

82 萩原朔太郎論 88 台湾生まれ　日本語育ち
中村稔 温又柔 著

2016 548p 　四六判 青土社 2015 251p 四六判 白水社

ISBN 9784791769087 ¥3,200 ISBN 9784560084793 ¥1,900

83 大読書日記 89 井泉水日記　青春篇　上・下
鹿島茂 萩原井泉水著　伊井春樹編

2015 664p 　四六判 青土社 2003 1040ｐ A5判 筑摩書房

ISBN 9784791768653 ¥3,600 ISBN 9784480705303 ¥24,000

84 もしも紫式部が大企業のＯＬだったなら　 90 中原中也とランボー
井上ミノル 宇佐美斉

2013 160ｐ A5判 創元社 2011 256ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784422910246　 ¥1,000 ISBN 9784480823717 ¥2,600

　

85 永井荷風 91 荷風　百閒　夏彦がいた　昭和の文人あの日この日

多田　蔵人 大村彦次郎

2017 240ｐ A5判 東京大学出版会 2010 352ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784130860512 ¥4,200 ISBN 9784480823687 ¥2,300

86 井上ひさし全選評 92 小説家　大岡昇平
井上ひさし 著 菅野昭正

2010 822p 四六判 白水社 2014 368ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784560080382 ¥5,800 ISBN 9784480823779 ¥3,000

この本をひとたびめくると、次々と本を読みたくな
る。 学魔・高山宏による空前絶後の書物評、映画
評論集。

アーサー・ウェイリーの生涯と業績、翻訳の妙を伝
え、『源氏物語』の魅力を存分に語る。

“近代文学の巨星”の作品世界を、その濃密な生
涯とともに詳細に解き明かす朔太郎論決定版。

東京在住の台湾人作家による言葉をめぐるエッセ
イ。【第64回日本エッセイスト・クラブ賞受賞】

純文学、人物伝、歴史、サイエンス、絵画、エロティ
シズム…。 鹿島茂が語りつくす21世紀読書ガイド。

自由律俳句を確立した井泉水の若き日の姿。第一
高等学校入学前後から句誌「層雲」創刊頃までの
第一級資料。

平安・百人一首の世界を現代におきかえ、遠い古
典の世界をグッと身近にした、お笑いマンガ・エッ
セイ。

中原中也とフランス誌、とりわけランボーとの火花
散る出会いに光を当て、知られざるエピソードと共
に綴る。

江戸文化へのまなざしを通して，近代へ鋭い批判
をくわえたとされる永井荷風の言葉の魅力を解き
明かす。

一筋縄ではいかぬ文人たちの身辺雑記や楽屋話
の数々。精選3百余話で織りなす昭和の世相と人
情。

36年にわたり延べ370余にのぼる文学賞・演劇賞
の選考委員を務めた文豪が築き上げる一大金字
塔。

「俘虜記」「武蔵野夫人」「レイテ海戦」など、小説家
大岡昇平の長い旅の軌跡を作品に沿って描き出
す。



93 江藤淳と大江健三郎　戦後日本の政治と文学 99 死にゆく都市、回帰する巷
小谷野敦 高祖岩三郎

2015 416ｐ 四六判 筑摩書房 2010 208ｐ 四六判 以文社

ISBN 9784480823786 ¥2,400 ISBN 9784753102822 ¥3,200

94 小説のタクティクス 100 ワインの染みがついたノートからの断片
佐藤亜紀 チャールズ・ブコウスキー著　　中川五郎訳

2014 216ｐ 四六判 筑摩書房 2016 442p 　四六判 青土社

ISBN 9784480823755 ¥1,900 ISBN 9784791767953 ¥3,200

95 伊勢物語評解 101 ディラン・トマス全詩集
鈴木日出男 ディラン・トマス著　松田幸雄訳

2013 448ｐ A5判 筑摩書房 2005 444p 　四六判 青土社

ISBN 9784480823663 ¥8,400 ISBN 9784791762126 ¥3,600

96 定本　宮澤賢治語彙辞典 102 小説の技巧
原子朗 デイヴィッド・ロッジ 著／柴田元幸、斎藤兆史 訳

2013 1104ｐ 四六判 筑摩書房 1997 334p 四六判 白水社

ISBN 9784480823670 ¥12,000 ISBN 9784560046340 ¥2,400

97 宮澤賢治コレクション　全10巻 103 ブルースの文学
天沢退二郎、入沢康夫監修/栗原敦、杉浦静編 ヒューストン・Ａ.ベイカー・ジュニア

2017～2018 平均352ｐ 四六判 筑摩書房 2015 452p 四六判 法政大学出版局

ISBN 　 ¥25,000 ISBN 9784588490330 ¥4,400

＜英米文学＞ ＜ドイツ文学＞

98 不思議の国のアリス 104 トラークル全集 新・新装版

ゲオルグ・トラークル著　中村朝子訳

2015 206ｐ 　四六判 亜紀書房 2015 1024p 　四六判 青土社

ISBN 9784750514284 ¥1,600 ISBN 9784791767618 ¥12,000

江藤と大江、両者の政治的立場や文学的営為とそ
の変遷を通じて、戦後日本の文壇、論壇を浮き彫
りにする。

００年代末、激動期のアメリカで「世界民衆」たちは
いかなる鼓動を響かせたのか？

小説において形式とは何か、どの様に機能するの
か。美術の表現から小説へ。小説の未来を占う大
胆評論。

正気と狂気のあわいで、孤独と怒りを抱えて、暴力
と放浪の日々を過ごした著者のエッセイ・小説集。

和歌と詞章がたがいに照射しあうところに浮かび
上がる人間普遍的真実。「昔男」の物語全般を解
きつくす。

鬼才の名をほしいままにし、伝説的生涯を走り抜
けた異色の20世紀詩人の全詩業を完訳した決定
版。

ルイス・キャロル 著/高山宏 訳/佐々木マキ 絵

四半世紀に及ぶ語彙探索の集大成。新たな研究
成果を含む大幅な増補改訂を施した決定版。

ジョイスからオースターまで、古今の名作を素材に
その妙技を解明し、小説味読の楽しみを倍加させ
る一書。

文語詩・短歌以外は現代仮名遣い、常用漢字を標
準とし、賢治作品を広く深く味わってもらうための作
品集。

逆境を生き抜く人びとの言葉ブルースは、いかにア
メリカの文化を形づくったのか。

高山宏の新訳と佐々木マキの描き下ろしイラストで
贈る、日本語版『不思議の国のアリス』の金字塔！

詩・散文・評論・戯曲・書簡を全て収録。ドイツ表現
主義最大の詩人トラークル没後101年記念出版。



105 インゲボルグ・バッハマン全詩集 111 フランス詩大系
インゲボルグ・バッハマン著　中村朝子訳　 窪田般彌

2011 444p 　四六判 青土社 2007 846p 　四六判 青土社

ISBN 9784791765799 ¥3,800 ISBN 9784791763429 ¥8,400

106 眩暈〈改装版〉 112 マラルメの辞書学
エリアス・カネッティ 立花史

2014 510p 四六判 法政大学出版局 2015 430p Ａ5判 法政大学出版局

ISBN 9784588120206 ¥4,500 ISBN 9784588495113 ¥5,200

107 人類最期の日々[普及版]（上） 113 地図と領土
カール・クラウス ミシェル・ウエルベック著　野崎歓訳

2016 444p 四六判 法政大学出版局 2013 416ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784588490347 ¥4,700 ISBN 9784480832061 ¥2,700

108 人類最期の日々[普及版]（下） 114 隔離の島
カール・クラウス ル・クレジオ著　中地義和訳

2016 386p 四六判 法政大学出版局 2013 464ｐ 四六判 筑摩書房

ISBN 9784588490354 ¥4,600 ISBN 9784480832054 ¥2,900

　

＜フランス文学＞

109 ランボー全集 115 ロートレアモン　越境と創造
石井洋二郎

2006 1222ｐ A5判 青土社 2008 608ｐ A5判 筑摩書房

ISBN 9784791791682 ¥12,000 ISBN 9784480836458 ¥7,800

110 バッハマン／ツェラン往復書簡 116 『ボヴァリー夫人』論
蓮實重彦

2011 578p 　四六判 青土社 2014 850ｐ A5判 筑摩書房

ISBN 9784791765805 ¥4,200 ISBN 9784480838131 ¥6,400

一東洋学者が非人間的な群衆世界の渦に巻き込
まれ、発狂して自己と書庫とを破壊するにいたる異
常の物語。

中学教師として英語を教えていた詩人は、『英単
語』という奇妙なテクストでいったい何を企図してい
たのか。

皇帝から亡命者に至るまで、現実に語られた厖大
な言葉を織り上げ、第一次世界大戦を描き出した。

孤独な芸術家ジェドは世捨て人作家ウエルベック
と出会いほのかな友愛を抱くが、驚愕の事件が二
人を襲う。

アルチュール・ランボー著　平井啓之・湯浅博雄・中地義和・川那部保明訳

パウル・ツェラン　インゲボルグ・バッハマン著　中村朝子訳　

映し出される時代の姿は、21世紀を迎えた今、人
類が直面している悲劇のモデルであり続けてい
る。

フランス発の船で天然痘が発生、四十日に及ぶ島
での検疫隔離、食料も不足し死が忍びよる極限を
描く傑作。

詩・デッサン・書簡のすべてを一巻に収め、新鮮な
日本語と詳細な註解で、天才ランボーの世界を提
示する。

南米モンテビデオに生まれ、タリブ、パリへと越境
を繰り返した生涯を跡づけ、極限に紡がれたテクス
トを読む。

ウィーンでめぐり合い20世紀文学の煌く星となる二
人が交わした200通の手紙。奇跡的文学の記録。

テクスト的な現実に露呈するさまざまな問題を縦横
に論じる。歳月を超えた書下ろし2000枚。

20世紀最大の詩人パウル・ツェランとの波瀾に満
ちた悲恋があまりにも有名な才媛バッハマンの全
詩作。

フランス詩の誕生から現代に至る代表的な詩人
223人の詩編を網羅。詩と解題、プロフィール、詩
史、年譜。



＜その他の文学＞

117 123 トーベ・ヤンソン・コレクション　全8巻

モーリス・ブランショ著　湯浅博雄、上田和彦、郷原佳以訳 冨原眞弓訳

2016 248ｐ A5判 筑摩書房 1995～ 平均195ｐ 四六変型判筑摩書房

ISBN 9784480775511 ¥4,500 ISBN 9784480770103

　

118 プルースト　読書の喜び 124 遠読
保苅瑞穂著 フランコ・モレッティ

2010 304ｐ 四六判 筑摩書房 2016 360 四六判 みすず書房

ISBN 9784480838124 ¥2,900 ISBN 9784622079729 ¥4,600

119 マラルメの詩学 125 わが心のチェーホフ
イヴ・ボヌフォワ著　菅野昭正、阿部良雄訳 佐藤清郎

2003 304ｐ A5判 筑摩書房 2014 224ｐ 四六判 以文社

ISBN 9784480836410 ¥6,200 ISBN 9784753103225 ¥2,400

120 事典プルースト博物館 126 石の物語
フィリップ・ミシェル＝チリエ著　　保苅瑞穂監修　湯浅英彦、中野知律、横山裕人訳 ジン・ワン

2002 556ｐ A5判 筑摩書房 2015 458p Ａ5判 法政大学出版局

ISBN 9784480836397 ¥9,500 ISBN 9784588495083 ¥4,800

　

121 アンドレ・ジッド集成　全5巻 127 旅のスケッチ　トーベ・ヤンソン初期短編集

二宮正之訳 トーベ・ヤンソン著　冨原眞弓約

2014～ 平均549ｐ A5判 筑摩書房 2014 192ｐ 四六変型判筑摩書房

ISBN 　 ISBN 9784480832092 ¥1,600

122 ヴァレリー集成　全6巻 128 ジェイムズ・ジョイス全評論
ポール・ヴァレリー著　恒川邦夫企画構成 ジェイムズ・ジョイス著、吉川信訳

2011～2012 平均516ｐ A5判 筑摩書房 2012 536ｐ A5判 筑摩書房

ISBN 9784480770608 ISBN 9784480836489 ¥5,400

終わりなき対話 I 複数性の言葉（エクリチュールの言葉）

既刊計￥23,000

セット￥42,800

セット￥17,400

西洋文明が最高潮に達した時代を生きて、その輝
きを1冊の書物に織り上げた作家の生と作品世界
をスリリングに解説。

物語は石から始まる。もの言わぬ石が、新たな物
語論、テクスト論、フィクション論を創造する。

20世紀西欧文学を代表する作家ジッドの作品を新
訳で集成。1～3巻が既刊。

著者20代の貴重な短編作品集。戦前ヨーロッパ各
都市をモチーフに初々しい筆致ながら卓抜した
ユーモアが冴える。

20世紀最大の知性の輝かしい精神の軌跡を斬新
なテーマ別に編集、全て新訳で集成。

20世紀を代表する作家の14歳から55歳までの評
論61編、初の全訳（初訳多数）。各編に解説、註
付。

不可能性と対峙し続けた20世紀文学史上最大の
問題作、待望の全訳刊行開始。（全3巻）

ムーミンの作家がポストムーミンの世界を描いた小
説集。「軽い手荷物の旅」「誠実な詐欺師」など。

『失われた時を求めて』は＜テクストの快楽＞に満
ちた小説でもある。名場面に光を当て作品と人間
の真実を思索。

精読に対しての遠読。コンピュータを駆使して膨大
なデータを読み解き、世界文学を横断する斬新な
試み。

詩学教授にして現代詩の新しい地平を拓いた詩人
が、卓抜な視点からその謎と魅惑の解明を試みる
マラルメ論。

名著『チェーホフの生涯』から半世紀、人間の公正
と自由・美と真実を求め続けた姿を描いたチェーホ
フ論。



西洋人女性の明治日本記 英文書誌事典 

Meiji Japan as Western Women Saw It- A Bibliographic Companion 

編・著 Ronald D. Klein / ロナルド・クライン ( 元広島女学院大学教授 ) 

2016 年 10 月刊 | B5 判 クロス装 | 約 345 頁（カラー図版・白黒写真入り） 

本体価格：￥34,800（＋税）| ISBN: 978-4-902454-93-2 

●明治日本を著した西洋人女性約 200 名の詳しい人物情報と主著 600 点の解題、さらに雑誌記事
や二次文献も含めた 1,200 件近い書誌情報をまとめた初の本格的英文書誌。 

●著者を①旅行者、②キリスト教宣教師、③日本滞在者、④小説家に分類し、各項目にはその分野での西洋と日本
との接触・関係史を詳説する序文が書き下ろされ、さらに原書カヴァーや挿絵のカラー図版や著者の肖 像写真な
ど視覚資料も掲載。 

●イザベラ・バードのような旅行家、外交官夫人として滞日したフレイザー夫人、日本ガイドを含め多数
の著作を残したエリザ・スキッドモア、マリー・ストウプスのような科学者やベアトリス・ウェブの
ような社会活動家、日本の昔話を数多く英訳紹介した英子セオドラ尾崎、そしてジャポニスム小説で流行作
家となったオノト・ワタンナやメアリ・フェノロサなどの著名作者を始め、ほとんど名前も知られて
いなかった女性著述家も多数網羅。 

●女性宣教師の章には、英米宣教団体の記録と明治期や創立されたミッション系女学校のリストも収録、また 
津田梅子、河合道ら英米女性宣教師と協力した日本人女性教育者の情報も幅広く含む。 

●書誌目録をはるかに超えた歴史事典となっており、明治日本研究のみならず、近代日本女性史・女性教育史、比較文
学・女性文学史、キリスト教宣教史、旅行・観光史等、人文系の研究・教育レファレンスとして幅広く活用可能。 

 

エツ・イナガキ・スギモト（杉本鉞子）英文著作集（復刻集成版）全 5 巻 + 別冊解説  

Collected English Works of Etsu Inagaki Sugimoto 

監修・解説：植木照代（神戸女子大学名誉教授） 

判型：A5 判（第１-４巻) ＆ A4 判（第５巻）｜ 総頁数：約 1,700 頁 

本体セット価格：￥95,000（＋税）｜ISBN: 978-4-86166-158-7 

●1925 年米国で出版されるや一躍ベストセラーとなり、世界 7 ヶ国語に翻訳された『武士の娘』の
著者エツ・イナガキ・スギモトの初の著作集。代表作 A Daughter of the Samurai と A Daughter 
of the Narikin『成金の娘』、A Daughter of the Nohfu『農夫の娘』の「娘 3 部作」をはじめ、
著作のすべてを英語でのみ著し米国と英国で発表した、杉本鉞子の作品すべての初版をカラー図版
も含め復刻集成。 

●さらに米国の新聞や雑誌に発表した数多くの記事、そして全作品の主要英米新聞の書評や関連記事
などの資料を収録。詳細な日本語解説付き。 

●アメリカ女性作家の描いた日本シリーズ● 監修・解説：羽田美也子(日本大学) 

 Japan in American Fiction: Works by Female Authors 

 メアリー・フェノロサ ＆ フランセス・リトル著作集（英文復刻版全 3 巻＋日本語解説）  

 Mary Fenollosa & Frances Little  

 判型：A5 判｜ 総頁数：約 1,450 頁 

 本体セット価格：￥78,000（＋税）｜ISBN: 978-4-86166-131-0   

 

 オノト・ワタンナ著作集 （英文復刻版全 5 巻＋日本語解説） 

 Onoto Watanna  

 判型：A5 判｜ 総頁数：約 2,000 頁 

 本体セット価格：￥118,000（＋税）｜ISBN: 978-4-86166-137-7   

 

            ▶発行元：ユーリカ・プレス●エディション・シナプス◀ 
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