
学情センター２Ｆ企画展示

夏休みこそ名著－ブックガイド特集－         展示期間：2011.8.22～9.14

書名 巻号次 配置場所 請求記号

東アジア人文書100 / 東アジア出版人会議編. -- 東アジア出版人会議.  3F開架新体系 002//H55//9133

西和彦ITの未来を読む365冊+α / 西和彦著. -- 日経BP社. 7F新体系 007.3//N81//1163

情報社会を読む143冊の本 / NTT出版株式会社編集. -- NTT出版, 2002.3. 3F開架新体系 007.3//N98//7580

コンピュータの名著・古典100冊 : 若きエンジニア「必読」のブックガイド / 石田晴久編・著 ; 青山
幹雄 [ほか] 共著. -- 改訂新版. -- インプレスジャパン, 2006.10.

 3F開架新体系 007.6//I72//9622

ソフトウェア開発の名著を読む / 柴田芳樹著. -- 技術評論社, 2006.8. -- (技評SE新書 ; 003).  4F新書版 007.63//SH18//3907

使えるレファ本150選 / 日垣隆著. -- 筑摩書房, 2006.1. -- (ちくま新書 ; 575). 4F新書版 015.2//H55//5180

読みなおす一冊 / 朝日新聞学芸部編. -- 朝日新聞社, 1994.8. -- (朝日選書 ; 509).  3F開架新体系 019//A82//3106

プロのためのブックガイド / 出口一雄著. -- メトロポリタン. 3F開架新体系 019//D53//2267

学問がわかる500冊 = Learner's guide to five hundred books. -- 朝日新聞社, 2000.3. 7F新体系 019//G16//2015

東洋文庫ガイドブック / 平凡社東洋文庫編集部編. -- [1], 2. -- 平凡社, 2002.4-. [1] 3F開架新体系 019//H51//3135

東洋文庫ガイドブック / 平凡社東洋文庫編集部編. -- [1], 2. -- 平凡社, 2002.4-. 2 3F開架新体系 019//H51//1533

101冊の図書館 / 池内紀著. -- 丸善, 1993.10. -- (丸善ライブラリー ; 101).  4F新書版 019//I35//3249

二十世紀を騒がせた本 / 紀田順一郎著. -- 新潮社, 1993.8. -- (新潮選書).  3F開架新体系 019//KI12//1889

世界文学のすすめ / 大岡信 [ほか] 編. -- 岩波書店, 1997.10. -- (岩波文庫 ; 別冊-12 ; 35-
012-1).

 4F文庫版 019//O69//7463

現代を読む : 100冊のノンフィクション / 佐高信著. -- 岩波書店, 1992.9. -- (岩波新書 ; 新赤版
243).

 4F新書版 019//SA83//3105

新潮文庫20世紀の100冊 / 関川夏央著. -- 新潮社, 2009.4. -- (新潮新書 ; 309).  4F新書版 019//SE31//3450

20世紀の精神 : 書物の伝えるもの / 多木浩二 [著]. -- 平凡社, 2001.2. -- (平凡社新書 ; 074).  4F新書版 019//TA71//2519

20世紀を震撼させた100冊 / 鷲田清一, 野家啓一編. -- 出窓社, 1998.9.  3F開架新体系 019//W42//7726

90年代アメリカ話題の作家&BOOK / 吉田実香,デビット・G・インバー共著. -- スパイク, 1998.11.  3F開架新体系 019//Y86//0497

東大生はどんな本を読んできたか : 本郷・駒場の読書生活130年 / 永嶺重敏著. -- 平凡社,
2007.10. -- (平凡社新書 ; 394).

 4F新書版 019.021//N15//7623

名著講義 / 藤原正彦著. -- 文芸春秋, 2009.12.  3F開架新体系 019.04//F68//5967

東大教師が新入生にすすめる本 / 文藝春秋編. -- 文藝春秋, 2004.3. -- (文春新書 ; 368).  4F新書版 019.9//B89//2875

情報考学 : web時代の羅針盤213冊 / 橋本大也著. -- 主婦と生活社, [2006.11].  3F開架新体系 019.9//H38//5266

大学新入生に薦める101冊の本 / 広島大学101冊の本委員会編. -- 新版. -- 岩波書店, 2009.3.  3F開架新体系 019.9//H73//5876

サイエンス・ブックレヴュー : 科学技術は倫理を語りうるか / 猪野修治著. -- 閏月社, 2011.3.  3F開架新体系 019.9//I55//1004

世界を知る101冊 : 科学から何が見えるか / 海部宣男著. -- 岩波書店, 2011.6.  3F開架新体系 019.9//KA21//3281

必読書150 / 柄谷行人 [ほか] 著. -- 太田出版, 2002.4.  3F開架新体系 019.9//KA63//4643

二十世紀を騒がせた本 / 紀田順一郎著. -- 増補. -- 平凡社, 1999.6. -- (平凡社ライブラリー ;
290).

 4F文庫版 019.9//KI12//8579

大人のための世界の名著必読書50 / 木原武一著. -- 海竜社, 2005.7.  3F開架新体系 019.9//KI17//5325

教養のためのブックガイド / 小林康夫, 山本泰編. -- 東京大学出版会, 2005.3.  3F開架新体系 019.9//KO12//5971

古典の扉 / 青木和夫 [ほか] 著. -- 第1集, 第2集. -- 中央公論新社, 2005.2-. -- (中公クラシッ
クス ; 別巻).

第1集 4F新書版 019.9//KO93//4119

古典の扉 / 青木和夫 [ほか] 著. -- 第1集, 第2集. -- 中央公論新社, 2005.2-. -- (中公クラシッ
クス ; 別巻).

第2集 4F新書版 019.9//KO93//0462

強く生きるために読む古典 / 岡敦著. -- 集英社, 2011.1. -- (集英社新書 ; 0575C).  4F新書版 019.9//O36//8970

これは絶対面白い! : 書店員が見つけたロングセラー / 太田出版営業部面白本探検隊編. -- 太
田出版, 2005.3.

 3F開架新体系 019.9//O84//0705

使える新書 : knowledge and skill for life / 斎藤哲也編. -- 教養インストール編. -- WAVE出版,
2003.12.

教養インス
トール編 4F新書版 019.9//SA25//5192

現代日本を読み解く200冊 / 佐高信著. -- 金曜日, 2010.11.  3F開架新体系 019.9//SA83//7352

世界を変えた100冊の本 / マーティン・セイモア=スミス著 ; BEC, 別宮貞徳訳. -- 共同通信社,
2003.12.

 3F開架新体系 019.9//SE98//6728

新書百冊 / 坪内祐三著. -- 新潮社, 2003.4. -- (新潮新書 ; 010).  4F新書版 019.9//TS21//6199

キャリアに揺れる : 迷えるあなたに贈るブックガイド30 / 上西充子, 柳川幸彦著. -- ナカニシヤ出
版, 2006.6. -- (Career library).

 3F開架新体系 019.9//U44//4639



書名 巻号次 配置場所 請求記号

「狐」が選んだ入門書 / 山村修著. -- 筑摩書房, 2006.7. -- (ちくま新書 ; 607).  4F新書版 019.9//Y32//2822

歴史家の一冊 / 山内昌之著. -- 朝日新聞社, 1998.4. -- (朝日選書 ; 597).  3F開架新体系 019.9//Y46//3214

近代日本の百冊を選ぶ / 伊東光晴 [ほか] 選. -- 講談社, 1994.4.  3F開架新体系 028//I89//0549

世界の見方が変わるニュー・エイジの600冊 : 100のキーワードで21世紀を映しだす知のブック・カ
タログ / 元山茂樹, 宝島編集部編. -- 宝島社, 1993.6. -- (Takarajima spiritual books).

 3F開架新体系 028//MO92//2262

世界の古典名著 : 総解説. -- 改訂新版. -- 自由国民社, 2001.8. -- (Multi book . 【わかる・よ
む】総解説シリーズ).

 3F開架新体系 028//SE22//5903

世界を学ぶブックガイド / 世界地域研究基本文献目録編纂委員会(大阪外国語大学・特定研究
プロジェクトチーム)編. -- 嵯峨野書院, 1994.9.

 7F新体系 028//SE22//5978

この辞書・事典が面白い| : 「辞書」「事典」「図鑑」ベストランキング発表 / 室伏哲郎監修. -- トラベ
ルジャーナル, 1999.6.

 3F開架新体系 030//KO78//9147

現代哲学の名著 : 20世紀の20冊 / 熊野純彦編. -- 中央公論新社, 2009.5. -- (中公新書 ;
1999).

 4F新書版 100//KU34//8763

人間学の名著を読む / 三井善止編. -- 玉川大学出版部, 2003.4.  3F開架新体系 104//MI64//6104

超要約で世界の哲学を読む / 鷲田小彌太著. -- PHP研究所, 2004.11.  3F開架新体系 104//W42//5141

哲学を読む : 考える愉しみのために / 大浦康介, 小林道夫, 富永茂樹編. -- 人文書院, 2000.6.  3F開架新体系 130//O92//7400

入門哲学の名著 / ナイジェル・ウォーバートン著 ; 船木亨監訳. -- ナカニシヤ出版, 2005.1.  3F開架新体系 130//W37//3564

近代哲学の名著 : デカルトからマルクスまでの24冊 / 熊野純彦編. -- 中央公論新社, 2011.5. -
- (中公新書 ; 2113).

 4F新書版 133//KU34//2578

心理学の「現在」がわかるブックガイド / 越智啓太[ほか]著. -- 実務教育出版, 2011.4.  3F開架新体系 140//O15//1457

ブックガイド「心の科学」を読む / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2005.5. -- (岩波科学ライブ
ラリー ; 105).

 3F開架新体系 140.4//I95//4614

ブックガイド心理学 / 本明寛編集. -- 日本評論社, 1998.1. -- (こころの科学セレクション).  3F開架新体系 140.4//MO82//1460

「夢」を知るための116冊 / 東山紘久, 杉野要人, 西田吉男編. -- 創元社, 2006.4.  3F開架新体系 145.2//H55//4627

カウンセリング基本図書ガイドブック : カウンセリング関連文献リストつき / 瀧本孝雄, 坂本進編著.
-- ブレーン出版, 2005.5.

 3F開架新体系 146.8//TA73//7779

倫理学 / 小泉義之著. -- 人文書院, 2010.10. -- (ブックガイドシリーズ基本の30冊).  3F開架新体系 150//KO38//7416

生きるための101冊 / 鎌田慧著. -- 岩波書店, 1998.6. -- (岩波ジュニア新書 ; 302).  4F新書版 159//KA31//0966

新・現代歴史学の名著 : 普遍から多様へ / 樺山紘一編著. -- 中央公論新社, 2010.3. -- (中公
新書 ; 2050).

 4F新書版 201//KA11//9484

歴史学の名著30 / 山内昌之著. -- 筑摩書房, 2007.4. -- (ちくま新書 ; 654).  4F新書版 201//Y46//1919

歴史家の羅針盤 / 山内昌之 [著]. -- みすず書房, 2011.1.  3F開架新体系 204//Y46//9147

日本史の名著 : 書評にみる戦後の日本史学 / 吉川弘文館編集部編. -- 吉川弘文館, 1990.10.  3F開架N N210.01//Y31//1

歴史家の読書案内 / 石井進編. -- 吉川弘文館, 1998.4.  3F開架新体系 210.04//I75//3236

おもしろい歴史物語を読もう / 杉原志啓著. -- NTT出版, 2008.12. -- (NTT出版ライブラリーレゾ
ナント ; 048).

 3F開架新体系 210.04//SU34//3088

書評で読む近世史 / 深谷克己著. -- 名著刊行会, 2010.1.  3F開架新体系 210.5//F72//6673

日本の志 / 船橋洋一著. -- 新潮社, 2003.2.  3F開架新体系 210.76//F88//7254

自伝の名著101 / 佐伯彰一編. -- 新書館, 2000.11.  3F開架新体系 280//SA14//8681

伝統と革新 : 私が読んだ99の地理学 / 竹内啓一著. -- 古今書院, 2003.2.  3F開架新体系 290.1//TA67//5030

アジアを読む / 張競[著]. -- みすず書房, 2006.2.  3F開架新体系 292//C52//6643

東アジア論 / 丸川哲史著. -- 人文書院, 2010.10. -- (ブックガイドシリーズ基本の30冊).  4F開架新体系 302.2//MA54//7414

戦後思想の名著50 / 岩崎稔, 上野千鶴子, 成田龍一編 ; [青木保ほか執筆]. -- 平凡社,
2006.2.

 4F開架新体系 309.021//I96//6571

20世紀日本の思想 : book guide / 成田龍一, 吉見俊哉編. -- 作品社, 2002.2. -- (思想読本 ;
5).

 4F開架新体系 309.021//N52//1812

はじめて学ぶ政治学 : 古典・名著への誘い / 岡崎晴輝, 木村俊道編. -- ミネルヴァ書房,
2008.3.

 4F開架新体系 311//O48//2766

政治学の名著30 / 佐々木毅著. -- 筑摩書房, 2007.4. -- (ちくま新書 ; 655).  4F新書版 311//SA75//1921

ナショナリズム論の名著50 / 大澤真幸編 ; 石澤武 [ほか] 執筆. -- 平凡社, 2002.1.  4F開架新体系 311.3//O74//1832

名著に学ぶ国際関係論 / 花井等編. -- 有斐閣, 1999.12. -- (有斐閣コンパクト).  4F開架新体系 319//H27//4935

使える経済書100冊 : 『資本論』から『ブラック・スワン』まで / 池田信夫著. -- 日本放送出版協会,
2010.4. -- (生活人新書 ; 318).

 4F新書版 330//I32//4397

エコノミストが読む : 時代を拓く101冊 / 渡辺利夫, 香西泰, 中村達也著. -- 日本評論社,
2000.8.

 4F開架新体系 330.4//W46//4900



書名 巻号次 配置場所 請求記号

経済学の名著30 / 松原隆一郎著. -- 筑摩書房, 2009.5. -- (ちくま新書 ; 785).  4F新書版 331//MA73//2474

経済古典は役に立つ / 竹中平蔵著. -- 光文社, 2010.11. -- (光文社新書 ; 489).  4F新書版 331//TA64//7660

経済学88物語 / 根井雅弘編. -- 新書館, 1997.2. -- (Handbook of thoughts).  4F開架新体系 331.2//N62//4835

経済大論戦 : 1冊で50冊の経済書を読む / 朝日新聞社編. -- [1], 2. -- 朝日新聞社, 2003.2-.
-- (朝日選書 ; 723,741).

[1] 4F開架新体系 332.107//A82//3625

究極のビジネス書50選 : マネジメントの原点 / スチュアート・クレイナー著 ; ゲーリー・ハメル序言
と寸評 ; 斉藤隆央訳. -- トッパン, 1997.11. -- (トッパンのビジネス経営書シリーズ ; 2).

 7F新体系 335.04//C91//1636

MBA100人が選んだベスト経営書 / 東洋経済新報社編. -- 東洋経済新報社, 2001.2.  7F新体系 336//TO86//8634

60冊の書物による現代社会論 : 五つの思想の系譜 / 奥井智之著. -- 中央公論社, 1990.4. --
(中公新書 ; 968).

 4F新書版 361//O54//2487

日本文化論の名著入門 / 大久保喬樹著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 422).  4F開架新体系 361.5//O54//1460

女性学ブックガイド : 日英対照 = A women's studies bibliography / ランカスター大学女性学研究
センター編 ; 有満麻美子 [ほか] 解説. -- [1], 2. -- 三修社, 1995.8-1997.7.

 4F開架新体系 367.031//C29//6719

女性学ブックガイド : 日英対照 = A women's studies bibliography / ランカスター大学女性学研究
センター編 ; 有満麻美子 [ほか] 解説. -- [1], 2. -- 三修社, 1995.8-1997.7.

2 4F開架新体系 367.031//C29//2430

フェミニズムの名著50 / 江原由美子, 金井淑子編 ; 網野房子 [ほか執筆]. -- 平凡社, 2002.7.  4F開架新体系 367.1//E34//5304

現在読書 : 「家族・子ども」を読む本217選 / 芹沢俊介著. -- 春秋社, 1998.7.  4F開架新体系 367.3//SE83//6431

寄せ場文献精読306選 : 近代日本の下層社会 / 日本寄せ場学会年報編集委員会編. -- 日本
寄せ場学会.

 4F開架新体系 368.2//N71//3698

特別支援教育のための100冊 : ADHD、高機能自閉症・アスペルガー症候群、LDなど / 愛知教
育大学教育実践総合センター特別支援教育プロジェクトチーム編. -- 創元社, 2007.2.

 4F開架新体系 378//A23//0779

エスノグラフィー・ガイドブック : 現代世界を複眼でみる / 松田素二, 川田牧人編著. -- 嵯峨野書
院, 2002.1.

 4F開架新体系 382//MA74//1809

文化人類学の名著50 / 綾部恒雄編. -- 平凡社, 1994.4.  4F開架新体系 389//A98//9771

科学哲学 / 中山康雄著. -- 人文書院, 2010.10. -- (ブックガイドシリーズ基本の30冊).  3F開架新体系 401//N45//7415

科学を読む愉しみ : 現代科学を知るためのブックガイド / 池内了著. -- 洋泉社, 2003.1. -- (新
書y ; 078).

 4F新書版 404//I35//3867

ブックガイド : 文庫で読む科学 / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2007.6. -- (岩波科学ライブ
ラリー ; 132).

 3F開架新体系 404//I95//4096

この数学書がおもしろい / 青木薫 [ほか著] ; 数学書房編集部編. -- 数学書房.  3F開架新体系 410//SU23//8008

ブックガイド「数学」を読む / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2005.11. -- (岩波科学ライブラ
リー ; 113).

 3F開架新体系 410.4//I95//4622

ブックガイド「宇宙」を読む / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2008.11. -- (岩波科学ライブラ
リー ; 152).

 3F開架新体系 440.4//I95//2082

生物学を読む / 松香光夫, 吉田邦久編. -- 玉川大学出版部, 1994.6.  3F開架新体系 460//MA78//6798

進化生物学への道 : ドリトル先生から利己的遺伝子へ / 長谷川眞理子著. -- 岩波書店, 2006.1.
-- (グーテンベルクの森).

 3F開架新体系 467.5//H36//5982

からだブックナビゲーション : 身体を知るための2000冊 / 佐藤真著 ; TASC[たばこ総合研究セン
タ-]『談』編集部編. -- 河出書房新社, 1998.4. -- (シリーズ身体の発見).

 3F開架新体系 491.04//SA85//3954

精神医学の名著50 / 福本修, 斎藤環編. -- 平凡社, 2003.2.  3F開架新体系 493.7//F77//4831

土木技術100冊の本 : ブックレビュー. -- 近代図書, 1990.7.  3F開架新体系 510.31//D81//9151

必読|環境本100 / 石弘之, 東京大学大学院新領域創成科学研究科石弘之環境ゼミ編著. -- 平
凡社, 2001.3.

 3F開架新体系 519//I71//2938

建築の書物/都市の書物 / 五十嵐太郎編. -- INAX出版, 1999.10. -- (10+1 series . Readings :
1).

 3F開架新体系 520//I23//2846

原発をよむ / 高木仁三郎編著. -- アテネ書房, 1993.10. -- (情報源をよむ).  3F開架新体系 543.5//TA29//6269

あらすじで読む名作オペラ50 / 石戸谷結子監修. -- 世界文化社, 2004.12. -- (ほたるの本).  3F開架新体系 766.1//I81//3225

あらすじで読む名作歌舞伎50 / 利根川裕著. -- 世界文化社, 2004.12. -- (ほたるの本).  3F開架新体系 774//TO63//3226

世界の名作文学案内 : これだけは読んでおきたい / 三木卓監修. -- 集英社, 2003.5.  3F開架新体系 902//SE22//0605

たのしく読めるネイチャーライティング : 作品ガイド120 / 文学・環境学会編著. -- ミネルヴァ書房,
2000.10. -- (シリーズ文学ガイド ; 7).

 3F開架新体系 902.09//B89//6683

ホラー小説大全 : ドラキュラからキングまで / 風間賢二著. -- 角川書店, 1997.7. -- (角川選書 ;
285).

 3F開架新体系 902.3//KA99//4960

要約世界文学全集 / 木原武一著. -- 1, 2. -- 新潮社, 1992.5. -- (新潮選書). 1 3F開架新体系 902.3//KI17//9315

要約世界文学全集 / 木原武一著. -- 1, 2. -- 新潮社, 1992.5. -- (新潮選書). 2 3F開架新体系 902.3//KI17//9316

運命をあきらめない人たちの物語 / 立野正裕著. -- スペース伽耶. -- (世界文学の扉をひらく ;
第1の扉).

 4F新書版 902.3//TA94//1130

愛をつらぬいた女たちの物語 / 立野正裕著. -- スペース伽耶. -- (世界文学の扉をひらく ; 第2
の扉).

 4F新書版 902.3//TA94//1691

世界の冒険小説・総解説 : 緊迫した危機と自力脱出のスリル再現集. -- 増補版. -- 自由国民社,
1992.11.

 3F開架新体系 903.1//SE22//9314
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世界のSF文学・総解説 : 超想像の世界に飛翔するSF名作事典. -- 増補版. -- 自由国民社,
1992.11.

 3F開架新体系 903.1//SE22//9319

世界の幻想文学・総解説 : 「現実」からジャンプする読書旅行への“誘惑"事典. -- [1994]改訂版.
-- 自由国民社, 1994.11. -- (総解説シリーズ : 知りたい。読みたい。).

 3F開架新体系 903.1//SE22//1471

世界文学の名作と主人公 : 総解説 : 主人公と心に残る名セリフから始まる知的イマジネーション
の旅不朽の名作二三〇冊. -- 改訂版. -- 自由国民社, 1994.10. -- (総解説シリーズ : 知りた
い。読みたい。).

 3F開架新体系 903.1//SE22//1472

池澤夏樹の世界文学リミックス / 池澤夏樹著. -- 完全版. -- 河出書房新社, 2011.4.  3F開架新体系 904//I35//1832

岩波文庫の赤帯を読む / 門谷建蔵著. -- 青弓社, 1997.8.  3F開架新体系 904//KA14//4940

超難問世界文学クイズ / ジョヴァンニ・マリオッティ[著] ; 鈴木昭裕訳. -- 白水社, 1998.7.  3F開架新体系 904//MA51//6386

文学全集を立ちあげる / 丸谷才一, 鹿島茂, 三浦雅士著. -- 文藝春秋, 2006.9.  3F開架新体系 904//MA59//6110

心と響き合う読書案内 / 小川洋子著. -- PHP研究所, 2009.3. -- (PHP新書 ; 578).  4F新書版 904//O24//5376

世界名作の旅 / 朝日新聞社編. -- 上, 下. -- 朝日新聞社, 1988.6. -- (朝日選書 ; 355-356). 上 3F開架新体系 904.1//A82//1514

世界名作の旅 / 朝日新聞社編. -- 上, 下. -- 朝日新聞社, 1988.6. -- (朝日選書 ; 355-356). 下 3F開架新体系 904.1//A82//1513

まことに残念ですが… : 不朽の名作への「不採用通知」160選 / アンドレ・バーナード編著 ; 木原
武一監修 ; 中原裕子訳. -- 徳間書店, 1994.5.

 3F開架新体系 904.3//B38//1484

たのしく読める英米児童文学 : 作品ガイド120 / 本多英明, 桂宥子, 小峰和子編著. -- ミネルヴァ
書房, 2000.3. -- (シリーズ文学ガイド ; 6).

 3F開架新体系 909//H84//1388

たのしく読める日本児童文学 / 鳥越信編著. -- 戦前編, 戦後編. -- ミネルヴァ書房, 2004.4. 戦前編 3F開架新体系 909.021//TO67//4278

たのしく読める日本児童文学 / 鳥越信編著. -- 戦前編, 戦後編. -- ミネルヴァ書房, 2004.4. 戦後編 3F開架新体系 909.021//TO67//4279

古典をどう読むか : 日本を学ぶための『名著』12章 / 秋山虔著. -- 笠間書院, 2005.1.  3F開架新体系 910.2//A38//4421

日本古典のすすめ / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 1999.6. -- (岩波ジュニア新書 ; 325).  4F新書版 910.2//I95//0062

日本文学の古典50選 / 久保田淳著. -- 岩波書店, 1984.11. -- (岩波ジュニア新書 ; 85).  4F新書版 910.2//KU14//0176

日本古典への誘い100選 / 諏訪春雄 [ほか] 監修. -- 1, 2. -- 東京書籍, 2006.9-2007.3. 1 3F開架新体系 910.2//N71//0608

日本の小説101 / 安藤宏編. -- 新書館, 2003.6.  3F開架新体系 910.26//A47//7765

教科書では教えてくれない日本の名作 / 出口汪著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2009.12. --
(ソフトバンク新書 ; 119).

 4F新書版 910.26//D53//6425

あの作家の隠れた名作 / 石原千秋著. -- PHP研究所, 2009.11. -- (PHP新書 ; 636).  4F新書版 910.26//I74//5454

芥川賞を取らなかった名作たち / 佐伯一麦著. -- 朝日新聞出版, 2009.1. -- (朝日新書 ; 158).  4F新書版 910.26//SA14//3719

ぼくらが惚れた時代小説 / 山本一力, 縄田一男, 児玉清著. -- 朝日新聞社, 2007.1. -- (朝日新
書 ; 023).

 4F新書版 910.26//Y31//9677

日本近代文学の名作 / 吉本隆明著. -- 毎日新聞社, 2001.4.  3F開架新体系 910.26//Y91//2799

作家の訳した世界の文学 / 井上健著. -- 丸善, 1992.4. -- (丸善ライブラリー ; 046).  4F新書版 910.264//I57//9323

百年読書会 / 重松清編著. -- 朝日新聞出版, 2010.7. -- (朝日新書 ; 245).  4F新書版 910.264//SH28//4297

一冊で100名作の「さわり」を読む. -- 友人社, 1992.2. -- (一冊で100シリ-ズ ; 19).  3F開架新体系 910.31//I85//9531

一冊で日本の名著100冊を読む / 酒井茂之編. -- [正], 続. -- 友人社, 1988.5-1992.3. -- (一
冊で100シリ-ズ ; 1 ; 20).

続 3F開架新体系 910.31//I85//9530

たのしく読める英米女性作家 : 作品ガイド120 / 久守和子, 窪田憲子, 石井倫代編著. -- ミネル
ヴァ書房, 1998.5. -- (シリーズ文学ガイド ; 5).

 3F開架新体系 930.2//H76//4480

たのしく読める英米幻想文学 : 作品ガイド120 / 大神田丈二, 笹田直人編著. -- ミネルヴァ書房,
1997.5. -- (シリーズ文学ガイド ; 4).

 3F開架新体系 930.2//O44//1134

たのしく読める英米青春小説 : 作品ガイド120 / 高田賢一, 中村邦生編著. -- ミネルヴァ書房,
2002.11. -- (シリーズ文学ガイド ; 9).

 3F開架新体系 930.26//TA28//1279

サロン・ドット・コム現代英語作家ガイド / ローラ・ミラー, アダム・ベグリー編 ; 柴田元幸監訳. --
研究社, 2003.5.

 3F開架新体系 930.27//MI27//6253

アメリカ文学名作選 : 風土と文学 / 福田陸太郎編著. -- 増補版. -- 沖積舎, 2003.6.  3F開架新体系 930.29//F74//6302

たのしく読めるアメリカ文学 : 作品ガイド150 / 高田賢一, 野田研一, 笹田直人編著. -- ミネルヴァ
書房, 1994.2. -- (シリーズ文学ガイド ; 2).

 3F開架新体系 930.29//TA28//1458

たのしく読めるイギリス文学 : 作品ガイド150 / 中村邦生, 木下卓, 大神田丈二編著. -- ミネル
ヴァ書房, 1994.2. -- (シリーズ文学ガイド ; 1).

 3F開架新体系 930.31//N37//5022

たのしく読める英米詩 : 作品ガイド120 / 木下卓, 野田研一, 太田雅孝編著. -- ミネルヴァ書房,
1996.3. -- (シリーズ文学ガイド ; 3).

 3F開架新体系 931//KI46//1561

たのしく読める英米演劇 : 作品ガイド120 / 一ノ瀬和夫, 外岡尚美編著. -- ミネルヴァ書房,
2001.4. -- (シリーズ文学ガイド ; 8).

 3F開架新体系 932//I16//2658


