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ドイツの歴史 / メアリー・フルブロック著 ; 高田有現, 高野淳訳. -- 創土社,
2005.8. -- (ケンブリッジ版世界各国史).

3F開架新体系 234//F86//0875

魔女とカルトのドイツ史 / 浜本隆志著. -- 講談社, 2004.2. -- (講談社現代新書 ;
1705).

4F新書版 234//H24//1256

ドイツ・ラインとワインの旅路 / 新井皓士文 ; 津田孝二写真. -- 東京書籍,
1994.9.

7F新体系 293.4//A62//9835

ドイツ旅の心得 : 日本人のドイツ、ドイツ人の日本 / 平井正著. -- 光人社,
1996.1.

7F新体系 293.4//H64//7117

ドイツってどういう国? / 西久保康博編著. -- 北樹出版, 2000.5. 3F開架新体系 293.4//N83//0522

もっと知りたいドイツ / 西川正雄編. -- 弘文堂, 1992.12. 7F新体系 293.4//N83//7150

グリム童話のふるさとを行く : 「ドイツ」メルヘン街道の旅 / 若月伸一文・写真. --
講談社, 1993.7. -- (講談社カルチャーブックス ; 82).

3F開架新体系 293.409//W27//2656

ドイツ人の現実 : 五十年のドイツ生活から / 江沢建之助著. -- 慶應義塾大学出
版会, 2006.2.

4F開架新体系 302.34//E96//6583

ドイツ感覚 : ドイツの姿に迫る / 岩村偉史著. -- 三修社, [1999.8]. 4F開架新体系 302.34//I94//4364

ドイツは苦悩する : 日本とあまりにも似通った問題点についての考察 / 川口マー
ン惠美著. -- 草思社, 2004.12.

4F開架新体系 302.34//MA29//2835

ドイツ魂 : 21世紀の頑固と丈夫 / 桝谷邦彦著. -- 講談社, 2000.6. 7F新体系 302.34//MA69//7787

素晴しいドイツ人 : 西ドイツでのカルチャ-・ショック / 雀部謙著. -- 小学館,
1984.5. -- (小学館創造選書 ; 64).

4F開架新体系 302.34//SA71//9102

現代ドイツ情報ハンドブック : +オーストリア・スイス / 在間進, 河合節子, 山川和
彦編. -- 改訂版. -- 三修社, 2003.1.

4F開架新体系 302.34//Z1//3410

最底辺 : トルコ人に変身して見た祖国・西ドイツ / ギュンター・ヴァルラフ著 ; マ
サコ・シェーンエック訳. -- 岩波書店, 1987.6.

B3経済学部 304//W

ドイツの家族 : 古代ゲルマンから現代 / I・ヴェーバー=ケラーマン著 ; 鳥光美緒
子訳. -- 勁草書房, 1991.11.

7F新体系 361.63//W51//9102

大真面目に休む国ドイツ / 福田直子著. -- 平凡社, 2001.5. -- (平凡社新書 ;
090).

4F新書版 365.7//F74//3674

ドイツ / 南直人著. -- 農山漁村文化協会, 2003.10. -- (世界の食文化 / 石毛直
道監修 ; 18).

7F新体系 383.8//SE22//2058

環境にやさしいのはだれ? : 日本とドイツの比較 / K.H. フォイヤヘアト, 中野加都
子著. -- 技報堂出版, 2005.12.

3F開架新体系 519.834//F23//5160

ドイツを変えた10人の環境パイオニア / 今泉みね子著. -- 白水社, 1997.11. 3F開架新体系 519.834//I43//0486

ドイツ発、環境最新事情 / 今泉みね子著. -- 中央法規出版, 2004.12. --
(Symbooks . フライブルク環境レポート ; 2).

7F新体系 519.834//I43//2972

ドイツ人の家屋 / 坂井洲二著. -- 法政大学出版局, 1998.3. 7F新体系 527//SA29//2917

ドイツお菓子物語 / 曽我尚美文 ; 鈴木奈月絵. -- 東京書籍, 1994.7. 7F新体系 596.65//SO25//9836

ドイツの犬はなぜ吠えない? / 福田直子著. -- 平凡社, 2007.1. -- (平凡社新書 ;
359).

4F新書版 645.6//F74//9797

ベルリンの壁天使たちの記録 / ヘルマン・ヴァルデンブルク写真・文. -- [三修
社], [1990.6].

3F開架新体系 723.34//W36//7680
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ドイツ演劇史 / フリードリヒ・ミヒャエル, ハンス・ダイバー [著] ; 吉安光徳訳. --
白水社, 1993.10.

3F開架新体系 772.34//MI13//6765

図説ドイツ語の歴史 / ヨアヒム・シルト著 ; 橘好碩訳. -- 大修館書店, 1999.2. 7F新体系 840.2//SC3//6875

日独おもしろ表現 / 宮内敬太郎, ジークリト・アルノルト共著. -- : [本編+カセット
テープ], : [本編]. -- 白水社, 1992.5.

3F開架新体系 840//MI86//9270

わかって楽しいドイツ語 : 基本的な文法 : たくさんの練習 : よくわかる解説 / 在
間進著. -- 改訂版. -- 三修社, 2001.2.

3F開架新体系 845//Z1//2446

ドイツ語おもしろ翻訳教室 / 太田達也著. -- 日本放送出版協会, 2007.3. 3F開架新体系 847.5//O81//1348

グリム童話のなかの怖い話 / 金成陽一著. -- 大和書房, 1994.11. 3F開架新体系 909.3023//KA46//2081

宮沢賢治とドイツ文学 : 「心象スケッチ」の源 / 植田敏郎 [著]. -- 講談社,
1994.5. -- (講談社学術文庫 ; [1125]).

4F文庫版 910.268//U32//7068

とばりを降ろせ,愛の夜よ : 20世紀ドイツ文学7人のパイオニア / マルセル・ライヒ
=ラニツキ [著] ; 丘沢静也訳. -- 岩波書店, 2004.7.

3F開架新体系 940.27//R25//8867

ドイツを読む愉しみ / 高橋英夫著. -- 講談社, 1998.9. 3F開架新体系 940.4//TA33//8247

初版グリム童話集 / [ヤーコプ・グリム, ヴィルヘルム・グリム著] ; 吉原高志, 吉
原素子訳. -- 1 - 5. -- 白水社, 2007.11-2008.3. -- (白水Uブックス ; 164-168).

4F新書版 943.6//G86//0048

ぼくのドイツ文学講義 / 池内紀著. -- 岩波書店, 1996.1. -- (岩波新書 ; 新赤版
428).

4F新書版 944.7//I35//9973

ドイツ人のバカ笑い / D.トーマ, M.レンツ, C.ハウランド編 ; 西川賢一訳. -- 集英
社, 2004.6. -- (集英社新書 ; 0247C).

7F新体系 947//TH5//9878

ドイツのカントリーサイド : さまざまなラーツケラー、レストラン、民家や町並み /
増田正写真と文. -- 集英社, 2000.3.

3F開架新体系 L293.4//MA66//0109


