学情センター ２F企画展示

展示期間：2013.5.9-31

スペインに関する企画展示
巻号次
書名
大衆の反逆 ; 無脊椎のスペイン / オルテガ [著] ; 桑名一博訳. -- 新装復刊. -- 白水社,
1998.11. -- (オルテガ著作集 / オルテガ [著] ; 2).
スペイン巡礼史 : 「地の果ての聖地」を辿る / 関哲行著. -- 講談社, 2006.2. -- (講談社
現代新書 ; 1820).
インカとスペイン帝国の交錯 / 網野徹哉著. -- 講談社, 2008.5. -- (興亡の世界史 : what
is human history? ; 12).

請求記号

配置場所

136//O71//5022

7F新体系

196.8//SE24//6875 4F新書版
209.08//KO14//58893F開架新体系

日本・スペイン交流史 / 坂東省次, 川成洋編. -- れんが書房新社, 2010.12.

210.1836//B18//12193F開架新体系

スペインと日本人 / 川成洋, 坂東省次編. -- 丸善, 2006.7. -- (丸善ブックス ; 107).

210.1836//KA96//3965
3F開架新体系

徳川家康のスペイン外交 : 向井将監と三浦按針 / 鈴木かほる著. -- 新人物往来社,
2010.8.
アルマダの戦い : スペイン無敵艦隊の悲劇 / マイケル・ルイス[著] ; 幸田礼雅訳. -- 新評
論, 1996.10.
もうひとつのスペイン史 : 中近世の国家と社会 / 大内一, 柴田秀藤, 立石博高共著. -- 同
朋舎出版, 1994.10.
スペイン帝国と中華帝国の邂逅 : 十六・十七世紀のマニラ / 平山篤子著. -- 法政大学出
版局, 2012.2.
スペインの黄金時代 / ヘンリー・ケイメン [著] ; 立石博高訳. -- 岩波書店, 2009.1. -(ヨーロッパ史入門).
ドン・フェルナンドの酒場で : サマセット・モームのスペイン歴史物語 / ウィリアム・サマセッ
ト・モーム著 ; 増田義郎訳. -- 原書房, 2006.6.
スペイン内戦 : 1936-1939 / アントニー・ビーヴァー [著] ; 根岸隆夫訳. -- 上, 下. -- み
上
すず書房, 2011.2.
スペイン内戦 : 1936-1939 / アントニー・ビーヴァー [著] ; 根岸隆夫訳. -- 上, 下. -- み
下
すず書房, 2011.2.

210.52//SU96//53143F開架新体系
233.051//L59//2114 3F開架新体系
236.04//O91//3969 3F開架新体系
236.05//H69//2833 3F開架新体系
236.05//KA34//44533F開架新体系
236.05//MA95//68623F開架新体系
236.07//B32//0137 3F開架新体系
236.07//B32//0138 3F開架新体系

バスクとスペイン内戦 / 狩野美智子著. -- 彩流社, 2003.11.

236.07//KA58//60583F開架新体系

スペイン内戦とガルシア・ロルカ / 川成洋[ほか]編. -- 南雲堂フェニックス, 2007.10.

236.07//KA96//77843F開架新体系

スペイン人とは誰か : その起源と実像 / アメリコ・カストロ著 ; 本田誠二訳. -- 水声社,
2012.1.

236//C25//9040

3F開架新体系

スペイン / 地中海学会編. -- 河出書房新社, 1997.4. -- (地中海歴史散歩 ; 1).

236//C42//0446

3F開架新体系

236//D85//8048

3F開架新体系

236//I95//2662

3F開架新体系

236//I95//5814

4F新書版

236//O35//2666

4F新書版

236//O37//5379

3F開架新体系

地中海世界の「名誉」観念 : スペイン文化の一断章 / 芝紘子著. -- 岩波書店, 2010.9.

236//SH15//6384

3F開架新体系

スペイン・ポルトガル史 / 立石博高編. -- 山川出版社, 2000.6. -- (世界各国史 ; 16).

236//TA94//2716

3F開架新体系

スペイン学を学ぶ人のために / 牛島信明,川成洋,坂東省次編. -- 世界思想社, 1999.5.

236//U93//6975

3F開架新体系

バスクとバスク人 / 渡部哲郎著. -- 平凡社, 2004.4. -- (平凡社新書 ; 221).

236//W46//4149

4F新書版

261.3//Y19//0902

4F新書版

スペイン三千年の歴史 / アントニオ・ドミンゲス・オルティス著 ; 立石博高訳. -- 昭和堂,
2006.3.
海洋帝国の黄金時代 / 岩根圀和著. -- 中央公論新社, 2002.4. -- (中公新書 ; 1635 . 物
語スペインの歴史).
エル・シドからガウディまで / 岩根圀和著. -- 中央公論新社, 2004.5. -- (中公新書 ;
1750 . 物語スペインの歴史 ; 人物篇).
未知の国スペイン : バスク・カタルーニャ・ガリシアの歴史と文化 / 大泉陽一著. -- 原書
房, 2007.4.
バルセロナ : 地中海都市の歴史と文化 / 岡部明子著. -- 中央公論新社, 2010.8. -- (中
公新書 ; 2071).

黄金郷 (エルドラド) 伝説 : スペインとイギリスの探険帝国主義 / 山田篤美著. -- 中央公論
新社, 2008.9. -- (中公新書 ; 1964).
スペインのガリシアを知るための50章 / 坂東省次, 桑原真夫, 浅香武和編著. -- 明石書
店, 2011.3. -- (エリア・スタディーズ ; 88).

302.36//B18//0778 4F開架新体系

現代スペイン情報ハンドブック / 坂東省次, 戸門一衛, 碇順治編. -- 三修社, 2004.5.

302.36//B18//9709 4F開架新体系

スペイン / 碇順治編. -- 河出書房新社, 2008.6. -- (ヨーロッパ読本).

302.36//I31//7608 4F開架新体系

スペイン文化事典 / 川成洋, 坂東省次編. -- 丸善, 2011.1.

302.36//KA96//04244F開架新体系

スペインを知るための60章 / 野々山真輝帆著. -- 明石書店, 2002.10. -- (エリア・スタ
ディーズ).

302.36//N85//0542 4F開架新体系

スペイン辛口案内 / 野々山真輝帆著. -- 晶文社, 1992.1.

302.36//N95//5810 4F開架新体系
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書名
戦後スペインと国際安全保障 : 米西関係に見るミドルパワー外交の可能性と限界 / 細田
晴子著. -- 千倉書房, 2012.9.
フランコと大日本帝国 / フロレンティーノ・ロダオ著 ; 八嶋由香利 [ほか] 訳. -- 晶文社,
2012.2.

巻号次

現代スペインの経済社会 / 楠貞義著. -- 勁草書房, 2011.10.

請求記号

配置場所

319.36//H93//0485 4F開架新体系
319.3601//R58//93994F開架新体系
332.36//KU93//65944F開架新体系

多言語国家スペインの社会動態を読み解く : 人の移動と定着の地理学が照射する格差の
多元性 / 竹中克行著. -- ミネルヴァ書房, 2009.2. -- (Minerva人文・社会科学叢書 ;
南欧福祉国家スペインの形成と変容 : 家族主義という福祉レジーム / 中島晶子著. -- ミネ
ルヴァ書房, 2012.2. -- (シリーズ・現代の福祉国家 ; 10).
スペイン / 立石博高著. -- 農山漁村文化協会, 2007.3. -- (世界の食文化 / 石毛直道監
修 ; 14).
四千万人を殺したインフルエンザ : スペイン風邪の正体を追って / ピート・デイヴィス著 ;
高橋健次訳. -- 文芸春秋, 1999.11.
スペイン・ロマネスクへの旅 : カラー版 / 池田健二著. -- 中央公論新社, 2011.3. -- (中公
新書 ; 2102).

334.2//TA64//5816 4F開架新体系
364.0236//N34//13164F開架新体系
383.8//SE22//1471 4F開架新体系
493.87//D46//2873 3F開架新体系
523.36//I32//0818 4F新書版

スペイン・ポルトガルの古城 / 太田静六著. -- 吉川弘文館, 1991.9. -- (世界の城郭).

523.36//O81//7958 3F開架新体系

スペインのロマネスク教会 : 時空を超えた光と影 / 櫻井義夫文 ; 堀内広治写真. -- 鹿島
出版会, 2004.5. -- (ヨーロッパ建築ガイド).

523.36//SA47//60863F開架新体系

実測図で読むガウディの建築 / 田中裕也著. -- 彰国社, 2012.3.

523.36//TA84//05993F開架新体系

ガウディ伝 : 「時代の意志」を読む / 田澤耕著. -- 中央公論新社, 2011.7. -- (中公新書 ;
2122).
ときめきスペイン・ワイン / ミゲール・トーレス[著] ; 山岡直子, 内藤尚子訳. -- TBSブリタニ
カ, 1992.7.
君はピカソを知っているか / 布施英利著. -- 筑摩書房, 2006.12. -- (ちくまプリマー新書 ;
049).
ピカソ《アヴィニョンの娘たち》 : アヴァンギャルドの挑発 / クラウス・ヘルディンク著 ; 井面
新装版
信行訳. -- : 新装版. -- 三元社, 2008.12. -- (作品とコンテクスト).
ゲルニカ : ピカソが描いた不安と予感 / 宮下誠著. -- 光文社, 2008.1. -- (光文社新書 ;
335).
ピカソ「ピカソ講義」 / 岡本太郎, 宗左近著. -- 筑摩書房, 2009.9. -- (ちくま学芸文庫 ;
[オ16-1]).

523.36//TA99//44674F新書版
588.55//TO69//02803F開架新体系
723.36//F96//8939 4F新書版
723.36//H53//3507 3F開架新体系
723.36//MI83//0721 4F新書版
723.36//O42//3037 4F新書版

闘牛はなぜ殺されるか / 佐伯泰英著. -- 新潮社, 1998.9. -- (新潮選書).

788.4//SA14//8256 3F開架新体系

スペイン語 / 長谷川信弥著. -- 大阪大学出版会, 2012.3. -- (世界の言語シリーズ ; 7).

860.7//H36//1695 3F開架新体系

絵で見るスペイン語 / I・A・リチャーズ, ルース・M・ロメロ, クリスティン・ギブソン著. -新装版
[BOOK 1] : 新装版, BOOK 2 : 新装版. -- IBCパブリッシング. -- (スルーピクチャーズシ
絵で見るスペイン語 / I・A・リチャーズ, ルース・M・ロメロ, クリスティン・ギブソン著. -新装版
[BOOK 1] : 新装版, BOOK 2 : 新装版. -- IBCパブリッシング. -- (スルーピクチャーズシ
スペイン語で読むやさしいドン・キホーテ / ヘスス・マロト, 粕谷てる子著. -- 日本放送出版
協会, 2010.6.
パブロ・ピカソの遺産 / 夏季真矢著. -- 中央公論新社, 1999.6.

860//R35//5863

3F開架新体系

860//R35//5864

3F開架新体系

867.7//MA52//9994 4F新書版
913.6//N58//4116

エッセイ・スペイン430日 / 堀田善衛著. -- 筑摩書房, 1994.7. -- (堀田善衞全集 / 堀田
善衞著 ; [第2期] 15).
スペイン断章 ; 情熱の行方他 / 掘田善衞著. -- 筑摩書房, 1994.8. -- (堀田善衞全集 /
堀田善衞著 ; [第2期] 16).
概説スペイン文学史 / 佐竹謙一著. -- 研究社, 2009.7.

3F開架新体系

918.68//H96//7123 3F開架新体系
918.68//H96//9605 3F開架新体系
960.2//SA83//0452 3F開架新体系

ドン・キホーテの旅 : 神に抗う遍歴の騎士 / 牛島信明著. -- 中央公論新社, 2002.11. -(中公新書 ; 1672).
ウルトライスモ : マドリードの前衛文学運動 = Ultraismo / 坂田幸子著. -- 国書刊行会,
2010.2.
贋作ドン・キホーテ : ラ・マンチャの男の偽者騒動 / 岩根圀和著. -- 中央公論社,
1997.12. -- (中公新書 ; 1395).
スペイン・ポルトガル博物館 : 地中海文明の精華 / 神吉敬三編. -- 講談社, 1979.6. -(世界の博物館 ; 16).
スペイン・ポルトガル / メアリ・ヴィンセント, ロバート・A・ストラドリング著 ; 瀧本佳容子訳. -朝倉書店, 1999.9. -- (図説世界文化地理大百科).
ピカソ / ダニエル・ブーン著 ; 太田泰人訳. -- 岩波書店, 1992.5. -- (岩波世界の巨匠).
ピカソマイフレンド : フォトドキュメント / ロベルト・オテロ写真・文 ; 谷口江里也, 松永登喜
子[訳]. -- 小学館, 1999.2.
ピカソ / ローランド・ペンローズ著 ; 末永照和訳. -- 西村書店, 1994.5. -- (アート・ライブ
ラリー).
ドン・キホーテの世紀 : スペイン黄金時代を読む / 清水憲男著. -- 岩波書店, 1990.11.
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960.28//U93//0338 4F新書版
961//SA37//8012

3F開架新体系

963//I95//0761

4F新書版

L069.08//SE22//12533F開架大型本
L236//V75//5323

3F開架大型本

L720.8//B64//8794 3F開架大型本
L723.36//O85//26053F開架新体系
L723.36//P38//08483F開架新体系
N960.2//S1//1

3F開架N

