
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号

アイルランド・ストーリーズ
ウィリアム・トレヴァー／著　栩
木伸明／訳

933 ﾄﾚ

アムステルダム(Crest books)
イアン・マキューアン／著　小
山太一／訳

933 ﾏﾂ

アムニジアスコープ
スティーヴ・エリクソン／著　柴
田元幸／訳

933 ｴﾘ

ある女の子のための犬のお話
ダーチャ・マライーニ／著　望
月紀子／訳　さかたきよこ／画

973 ﾏﾗ

いずれは死ぬ身 柴田元幸／編訳 933 ｲｽﾞ

海に帰る日(CREST BOOKS)
ジョン・バンヴィル／著　村松潔
／訳

933 ﾊﾞﾝ

エクスタシーの湖
スティーヴ・エリクソン／著　越
川芳明／訳

933 ｴﾘ

エズラ・パウンド詩集(双書・20世紀の詩
人　2)

エズラ・パウンド／[著]　新倉俊
一／編・訳

931 ﾊﾟ

Xのアーチ
スティーヴ・エリクソン／著　柴
田元幸／訳

933 ｴﾘ

エーミールと探偵たち(ケストナー少年文
学全集　1)

ケストナー／作　高橋健二／
訳

ｹｽ

オスカー・ワオの短く凄まじい人生
(CREST BOOKS)

ジュノ・ディアス／著　都甲幸治
／訳　久保尚美／訳

933 ﾃﾞｲ

奇跡も語る者がいなければ(Crest books)
ジョン・マグレガー／著　真野
泰／訳

933 ﾏｸﾞ

金閣寺　改版(新潮文庫) 三島由紀夫／著 B ﾐｼ
金環蝕(岩波現代文庫　文芸　15) 石川達三／著 B ｲｼ

金曜日の別荘
アルベルト・モラヴィア／著　大
久保昭男／訳

973 ﾓﾗ

砕かれた四月
イスマイル・カダレ／[著]　平岡
敦／訳

993.4 ｶ

雲をつかむ話/ボルドーの義兄(講談社文
芸文庫　たAC5)

多和田葉子／[著] B ﾀﾜ

献灯使 多和田葉子／著 ﾀﾜ
ことり 小川洋子／著 ｵｶﾞ
小箱 小川洋子／著 ｵｶﾞ

コペルニクス博士(新しいイギリスの小説)
ジョン・バンヴィル／著　斎藤兆
史／訳

933 ﾊﾞﾝ

コールドマウンテン(Crest books)
チャールズ・フレイジャー／著
土屋政雄／訳

933 ﾌﾚ

最初の恋、最後の儀式(Hayakawa novels)
イアン・マキューアン／著　宮
脇孝雄／訳

933 ﾏﾂ

ザ・ロード
コーマック・マッカーシー／著
黒原敏行／訳

933 ﾏﾂ

直筆商の哀しみ(Crest books)
ゼイディー・スミス／著　小竹由
美子／訳

933 ｽﾐ

死者にかかってきた電話(ハヤカワ文庫
NV　188)

ジョン・ル・カレ／著　宇野利泰
／訳

B 933 ﾙｶ

死線を越えて 賀川豊彦／著 ｶｶﾞ
シチーリアの雅歌(マライーニ・コレクショ
ン)

ダーチャ・マライーニ／著　望
月紀子／訳

973 ﾏﾗ

ジャック・オブ・スペード
ジョイス・キャロル・オーツ／著
栩木玲子／訳

933 ｵﾂ
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シャンボールの階段
パスカル・キニャール／著　高
橋啓／訳

953 ｷﾆ

執着(海外文学セレクション)
ハビエル・マリアス／著　白川
貴子／訳

963 ﾏﾘ

春琴抄・盲目物語　改版(岩波文庫) 谷崎潤一郎／作 B ﾀﾆ
小説の方法(岩波文庫　31-096-3) 伊藤整／著 B 901.3 ｲ
スクールボーイ閣下　上(ハヤカワ文庫
NV　431)

ジョン・ル・カレ／著　村上博基
／訳

B 933 ﾙｶ 1

スクールボーイ閣下　下(ハヤカワ文庫
NV　432)

ジョン・ル・カレ／著　村上博基
／訳

B 933 ﾙｶ 2

スパイはいまも謀略の地に(Hayakawa
Novels)

ジョン・ル・カレ／著　加賀山卓
朗／訳

933 ﾙｶ

すべての美しい馬(Hayakawa novels)
コーマック・マッカーシー／著
黒原敏行／訳

933 ﾏﾂ

青春の蹉跌　改版(新潮文庫) 石川達三／著 B ｲｼ

ソーネチカ(Crest books)
リュドミラ・ウリツカヤ／著　沼
野恭子／訳

983 ｳﾘ

存在の耐えられない軽さ
ミラン・クンデラ／著　千野栄一
／訳

989 ｸ

誰がドルンチナを連れ戻したか
イスマイル・カダレ／[著]　平岡
敦／訳

993.4 ｶ

中世・剣(講談社文芸文庫) 三島由紀夫／[著] B ﾐｼ

天使エスメラルダ－9つの物語－
ドン・デリーロ／著　柴田元幸
／訳　上岡伸雄／訳　都甲幸
治／訳　高吉一郎／訳

933 ﾃﾞﾘ

土曜日(CREST BOOKS)
イアン・マキューアン／著　小
山太一／訳

933 ﾏﾂ

トラウマ・プレート(Modern & classic)
アダム・ジョンソン／著　金原瑞
人／訳　大谷真弓／訳

933 ｼﾞﾖ

ドン・フアン－本人が語る－
ペーター・ハントケ／著　阿部
卓也／訳　宗宮朋子／訳

943 ﾊﾝ

鳴海仙吉(岩波文庫　31-096-4) 伊藤整／作 B ｲﾄ

西脇順三郎詩集(岩波文庫)
西脇順三郎／[著]　那珂太郎
／編

B 911.5 ﾆ

ヴァインランド
トマス・ピンチョン／著　佐藤良
明／訳

933 ﾋﾟﾝ

場所(Hayakawa novels)
アニー・エルノー／[著]　堀茂
樹／訳

953 ｴﾙ

バット・ビューティフル
ジェフ・ダイヤー／著　村上春
樹／訳

933 ﾀﾞｲ

ヒナギクのお茶の場合/海に落とした名前
(講談社文芸文庫　たAC6)

多和田葉子／[著] B ﾀﾜ

美について
ゼイディー・スミス／著　堀江里
美／訳

933 ｽﾐ

火の鳥 伊藤整／著 ｲﾄ

昼の家、夜の家(エクス・リブリス)
オルガ・トカルチュク／著　小
椋彩／訳

989 ﾄ

ファミリー・ライフ(CREST BOOKS)
アキール・シャルマ／著　小野
正嗣／訳

933 ｼﾔ

ブラックボックス
アモス・オズ／著　村田靖子／
訳

929.7 ｵ

プラハの墓地(海外文学セレクション)
ウンベルト・エーコ／著　橋本
勝雄／訳

973 ｴｺ

フリーキー・グリーンアイ
ジョイス・キャロル・オーツ／著
大嶌双恵／訳

TE 933 ｵﾂ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号

ブルックリン(エクス・リブリス)
コルム・トビーン／著　栩木伸
明／訳

933 ﾄﾋﾞ

プロット・アゲンスト・アメリカ－もしもアメリ
カが…－

フィリップ・ロス／著　柴田元幸
／訳

933 ﾛｽ

ボードレールと私(講談社文芸文庫) 西脇順三郎／[著] B 901.1 ﾆ

ホワイト・ティース　上(Crest books)
ゼイディー・スミス／著　小竹由
美子／訳

933 ｽﾐ 1

ホワイト・ティース　下(Crest books)
ゼイディー・スミス／著　小竹由
美子／訳

933 ｽﾐ 2

ホワイト・ノイズ
ドン・デリーロ／著　森川展男
／訳

933 ﾃﾞﾘ

マイトレイ
ミルチャ・エリアーデ／著　住谷
春也／訳

979 ｴ

ミーナの行進 小川洋子／著 ｵｶﾞ

無意味の祝祭
ミラン・クンデラ／著　西永良成
／訳

953 ｸﾝ

夢宮殿(海外文学セレクション)
イスマイル・カダレ／著　村上
光彦／訳

993.4 ｶ

陽気なお葬式(CREST BOOKS)
リュドミラ・ウリツカヤ／著　奈
倉有里／訳

983 ｳﾘ

ラスト・ストーリーズ
ウィリアム・トレヴァー／著　栩
木伸明／訳

933 ﾄﾚ

リヴァイアサン
ポール・オースター／[著]　柴
田元幸／訳

933 ｵｽ

わたしが子どもだったころ(ケストナー少年
文学全集　7)

ケストナー／作　高橋健二／
訳

ｹｽ

該当件数：73点


