
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
愛する人達（新潮文庫） 川端康成著 B ｶﾜ
新しい人よ眼ざめよ（講談社文芸文庫　お
Ａ１３）

大江健三郎〔著〕 B ｵｵ

新しい文学のために（岩波新書　新赤版 大江健三郎著 S 901 ｵ
蛙鳴 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ
ある人の生のなかに（講談社文芸文庫） 川端康成〔著〕 B ｶﾜ

ある放浪者の半生
Ｖ．Ｓ．ナイポール著　斎藤兆
史訳

933 ﾅｲ

息のブランコ ヘルタ・ミュラー著　山本浩司 943 ﾐﾕ
伊豆の踊子・温泉宿－他四篇－改版（岩
波文庫）

川端康成作 B ｶﾜ

牛　築路（岩波現代文庫　文芸　１８３） 莫言〔著〕　菱沼彬晁訳 B 923 ﾓｲ

運命ではなく
ケルテース・イムレ著　岩崎悦
子訳

993.7 ｹ

エデンの東　上
ジョン・スタインベック著　土屋
政雄訳

933 ｽﾀ 1

エデンの東　下
ジョン・スタインベック著　土屋
政雄訳

933 ｽﾀ 2

エリザベス・コステロ
Ｊ．Ｍ．クッツェー著　鴻巣友季
子訳

933 ｸﾂ

大江健三郎（群像日本の作家　２３） マサオ・ミヨシ〔ほか〕著 910.2 ｵ
大江健三郎・再発見 大江健三郎編　すばる編集部 910.2 ｵ

大江健三郎作家自身を語る
大江健三郎著　尾崎真理子聞
き手・構成

910.2 ｵ

大江健三郎小説　１　『芽むしり仔撃ち』と
初期短篇１

大江健三郎著 ｵｵ 1

大江健三郎小説　２　『個人的な体験』と
初期短篇２

大江健三郎著 ｵｵ 2

恢復する家族 大江健三郎文　大江ゆかり画 914 ｵｵ

悲しみのゴンドラ　増補版
トーマス・トランストロンメル著
エイコ・デューク訳

949.8 ﾄ

蟹の横歩き－ヴィルヘルム・グストロフ号
事件－

ギュンター・グラス著　池内紀
訳

943 ｸﾞﾗ

川端康成全集　第１巻 川端康成著 918.6 ｶ 1
川端康成全集　第２巻 川端康成著 918.6 ｶ 2
ギュンター・グラス詩集（双書・２０世紀の
詩人　１８）

ギュンター・グラス〔著〕　飯吉
光夫編・訳

941 ｸﾞ

現代アフリカ文学案内（新潮選書） 土屋哲著 994 ﾂ
現代中国短編集（平凡社ライブラリー　２ 藤井省三編 923 ｹﾞﾝ
個人的な体験 大江健三郎〔著〕 ｵｵ

ゴーディマ短篇小説集ＪＵＭＰ
ナディン・ゴーディマ著　ヤンソ
ン柳沢由実子訳

933 ｺﾞﾃﾞ

古都　改版（新潮文庫） 川端康成著 B ｶﾜ

子どもたちに自由を！（詩人が贈る絵本
２）

トニ・モリソン〔著〕　スレイド・モ
リソン〔著〕　ジゼル・ポター絵
長田弘訳

726.6 ﾎﾟ

この道を行く人なしに（Ｌｅｔｔｒｅｓ）
ナディン・ゴーディマ〔著〕　福島
富士男訳

933 ｺﾞﾃﾞ

最後の小説 大江健三郎著 914 ｵｵ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
作家の自伝　１５（シリーズ・人間図書館）
川端康成－十六歳の日記／少年／故園
〈抄〉－

910.2 ｻ 15

さようなら、私の本よ！ 大江健三郎著 ｵｵ

サラエボの鐘－旧ユーゴ　短編集－
イヴォ・アンドリッチ著　田中一
生共訳　山崎洋共訳

989 ｱ

静かな生活 大江健三郎著 ｵｵ
自由への道　１（岩波文庫　３７－５０８－
１）

サルトル作　海老坂武訳　沢田
直訳

B 953 ｻﾙ 1

自由への道　２（岩波文庫　３７－５０８－
２）

サルトル作　海老坂武訳　沢田
直訳

B 953 ｻﾙ 2

自由への道　３（岩波文庫　３７－５０８－
３）

サルトル作　海老坂武訳　沢田
直訳

B 953 ｻﾙ 3

自由への道　４（岩波文庫　３７－５０８－
４）

サルトル作　海老坂武訳　沢田
直訳

B 953 ｻﾙ 4

自由への道　５（岩波文庫　３７－５０８－
５）

サルトル作　海老坂武訳　沢田
直訳

B 953 ｻﾙ 5

自由への道　６（岩波文庫　３７－５０８－
６）

サルトル作　海老坂武訳　沢田
直訳

B 953 ｻﾙ 6

酒国－特捜検事丁鈎児の冒険－ 莫言〔著〕　藤井省三訳 923 ﾓｲ
書物の王国　１７　怪獣 908 ｼ 17
新潮日本文学アルバム　１６　川端康成 910.2 ｼ 16

水準器
シェイマス・ヒーニー著　村田辰
夫〔ほか〕訳

931 ﾋ

戦後短篇小説再発見　１（講談社文芸文
庫）　青春の光と影

講談社文芸文庫編 B ｾﾝ 1

戦後短篇小説再発見　５（講談社文芸文
庫）　生と死の光景

講談社文芸文庫編 B ｾﾝ 5

大統領閣下　アストリアス著　内田吉彦
訳．　グアテマラ伝説集　アストリアス著
牛島信明訳．（ラテンアメリカの文学　２）

963 ｱｽ

玉ねぎの皮をむきながら
ギュンター・グラス著　依岡隆
児訳

940.2 ｸﾞ

父のトランク－ノーベル文学賞受賞講演
－

オルハン・パムク〔述〕　和久井
路子訳

929.5 ﾊﾟ

チボの狂宴
マリオ・バルガス＝リョサ著　八
重樫克彦訳　八重樫由貴子訳

963 ﾊﾞﾙ

チャーリーとの旅
ジョン・スタインベック著　竹内
真訳

935 ｽﾀ

デレック・ウォルコット詩集（双書・２０世紀
の詩人　１５）

デレック・ウォルコット〔著〕　徳
永暢三編・訳

931 ｳ

転生夢現　上 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 1
転生夢現　下 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 2

動物のいのち
Ｊ．Ｍ．クッツェー〔著〕　森祐希
子訳　尾関周二訳

933 ｸﾂ

懐かしい年への手紙（講談社文芸文庫） 大江健三郎〔著〕 B ｵｵ
ナディン・ゴーディマは語るアフリカは誰の
ものか（岩波ブックレット　Ｎｏ．３０１）

ナディン・ゴーディマ〔述〕　高野
フミ監訳

302.4 ｺﾞ

並には勝る女たちの夢
サミュエル・ベケット〔著〕　田尻
芳樹訳

933 ﾍﾞｹ

二重の炎－愛とエロティシズム－
オクタビオ・パス〔著〕　井上義
一訳　木村栄一訳

964 ﾊﾟｽ

日本の名随筆　別巻９８　昭和　２ 加藤典洋編 914 ﾆﾎ 98
ノーベル賞文学全集　１３　ハルドール・キ
リヤン・ラックスネス　アルベール・カミュ
イヴォ・アンドリッチ

908 ﾉ 13



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
ノーベル賞文学全集　１４　パステルナー
ク　ショーロホフ　アストウリアス

908 ﾉ 14

ノーベル賞文学全集　１５　ジョン・スタイ
ンベック　シュムエル・ヨセフ・アグノン

908 ﾉ 15

ノーベル賞文学全集　１６　川端康成 908 ﾉ 16
ノーベル賞文学全集　１７　ベケット　ソル
ジェニーツィン

908 ﾉ 17

ノーベル賞文学全集　２４　ミストラル 908 ﾉ 24

バーガーの娘　１
ナディン・ゴーディマ〔著〕　福島
富士男訳

933 ｺﾞﾃﾞ 1

バーガーの娘　２
ナディン・ゴーディマ〔著〕　福島
富士男訳

933 ｺﾞﾃﾞ 2

ピアニスト Ｅ．イェリネク著　中込啓子訳 943 ｲｴ
白檀の刑　上 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 1
白檀の刑　下 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 2
プリオキュペイションズ－散文選集１９６８
～１９７８－

シェイマス・ヒーニー著　室井光
広訳　佐藤亨訳

931 ﾋ

文学の贈物－東中欧文学アンソロジー
ポーランド　チェコ　スロヴァキア　ルーマ
ニア　ハンガリー　ブルガリア　セルビア

小原雅俊編 989 ﾌﾞ

豊乳肥臀　上 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 1
豊乳肥臀　下 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 2
暴力に逆らって書く－大江健三郎往復書
簡－

大江健三郎著 915 ｵｵ

僕が本当に若かった頃（講談社文芸文 大江健三郎〔著〕 B ｵｵ

箱型（ボックス）カメラ
ギュンター・グラス著　藤川芳
朗訳

940.2 ｸﾞ

万延元年のフットボール（講談社文芸文 大江健三郎〔著〕 B ｵｵ
無垢の博物館　上 オルハン・パムク著　宮下遼訳 929.5 ﾊﾟ 1
無垢の博物館　下 オルハン・パムク著　宮下遼訳 929.5 ﾊﾟ 2
名短篇－新潮創刊一〇〇周年記念　通
巻一二〇〇号記念－（ＳＨＩＮＣＨＯムック）

荒川洋治編集長 ﾒｲ

山の音　改版（岩波文庫） 川端康成作 B ｶﾜ
弓と竪琴（岩波文庫　３２－７９７－１） オクタビオ・パス著　牛島信明 B 901.1 ﾊﾟ
澱み－ヘルタ・ミュラー短編集－ ヘルタ・ミュラー著　山本浩司 943 ﾐﾕ
読む人間－読書講義－ 大江健三郎著 019 ｵ
四十一炮　上 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 1
四十一炮　下 莫言著　吉田富夫訳 923 ﾓｲ 2
ラヴ（トニ・モリスンコレクション） トニ・モリスン著　大社淑子訳 933 ﾓﾘ
霊山 高行健著　飯塚容訳 923 ｶﾞｵ
「雨の木（レインツリー）」を聴く女たち 大江健三郎著 ｵｵ
老首長の国－ドリス・レッシングアフリカ小
説集－

ドリス・レッシング著　青柳伸子
訳

933 ﾚﾂ

ロシア文学全集－決定版－１９　静かなド
ン　上

988 ﾛ 19

悪い娘（こ）の悪戯
マリオ・バルガス＝リョサ著　八
重樫克彦訳　八重樫由貴子訳

963 ﾊﾞﾙ

戦争（Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのため
の小さな物語－　１　赤木かん子編）

ミハイル・ショーロホフ〔ほか〕
著

TE 908 ｾ

該当件数：９８冊
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