
学情センター企画展示
2011.2.28-2011.3.12

書名書名書名書名・著者名等 配置場所/請求記号

新新新新・・・・中東中東中東中東ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック
  板垣雄三編. -- 講談社, 1992.4.

4F開架N
N302.28//I13//3

中東中東中東中東ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック
  板垣雄三編. -- 講談社, 1978.11.

B2中央N
N302.28//I13//1

アラブアラブアラブアラブ
  佐藤次高編. -- 新版. -- 山川出版社, 2002.3. -- (世界各国史 ; 8).

3F開架新体系
227//SA85//1432

イスラームイスラームイスラームイスラーム世界世界世界世界のののの危機危機危機危機とととと改革改革改革改革
  加藤博著. -- 山川出版社, 1997.3. -- (世界史リブレット ; 37).

3F開架新体系
227//KA86//4524

「「「「イスラムイスラムイスラムイスラムvsvsvsvs....西欧西欧西欧西欧」」」」のののの近代近代近代近代
  加藤博著. -- 講談社, 2006.3. -- (講談社現代新書 ; 1832).

4F新書版
319.4203//KA86//7573

中東中東中東中東・・・・中央中央中央中央アジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国におけるにおけるにおけるにおける権力構造 権力構造 権力構造 権力構造 : : : : したたかなしたたかなしたたかなしたたかな国家国家国家国家・・・・翻弄翻弄翻弄翻弄されるされるされるされる社会社会社会社会
  酒井啓子, 青山弘之編. -- 岩波書店, 2005.3. -- (アジア経済研究所叢書 ; 1).

4F開架新体系
312.27//SA29//4716

アラブアラブアラブアラブ諸国諸国諸国諸国のののの情報統制 情報統制 情報統制 情報統制 : : : : インターネットインターネットインターネットインターネット・・・・コントロールコントロールコントロールコントロールのののの政治学政治学政治学政治学
  山本達也著. -- 慶應義塾大学出版会, 2008.4.

4F開架新体系
312.27//Y31//5235

イスラームイスラームイスラームイスラーム政治政治政治政治とととと国民国家 国民国家 国民国家 国民国家 : : : : エジプトエジプトエジプトエジプト・・・・ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダンにおけるにおけるにおけるにおけるムスリムムスリムムスリムムスリム同胞団同胞団同胞団同胞団のののの戦略戦略戦略戦略
  吉川卓郎著. -- ナカニシヤ出版, 2007.10.

4F開架新体系
312.42//KI22//8408

現代現代現代現代エジプトエジプトエジプトエジプトにおけるにおけるにおけるにおけるイスラームイスラームイスラームイスラームとととと大衆運動大衆運動大衆運動大衆運動
  横田貴之著. -- ナカニシヤ出版, 2006.12.

4F開架新体系
312.42//Y78//7112

エジプトエジプトエジプトエジプト近現代史 近現代史 近現代史 近現代史 : : : : ムハンマドムハンマドムハンマドムハンマド・・・・アリアリアリアリ朝成立朝成立朝成立朝成立からからからから現在現在現在現在までのまでのまでのまでの200200200200年年年年
  山口直彦著. -- 明石書店, 2006.1. -- (世界歴史叢書).

3F開架新体系
242.06//Y24//5935

中東戦争中東戦争中東戦争中東戦争とととと米国 米国 米国 米国 : : : : 米国米国米国米国・・・・エジプトエジプトエジプトエジプト関係史関係史関係史関係史のののの文脈文脈文脈文脈
  鹿島正裕著. -- 御茶の水書房, 2003.3.

4F開架新体系
319.53//KA76//5502

エジプトエジプトエジプトエジプトのののの都市社会都市社会都市社会都市社会
  店田廣文. -- 早稲田大学出版部, 1999.12.

4F開架新体系
361.78//TA83//4603

エジプトエジプトエジプトエジプト
  鈴木八司監修. -- 新潮社, 1996.12. -- (読んで旅する世界の歴史と文化).

3F開架新体系
294.2//SU96//3779

エジプトエジプトエジプトエジプトのののの現代政治現代政治現代政治現代政治
  伊能武次著. -- 朔北社、1993.9.

4F開架新体系
312.42//I55//0374

門戸開放政策下門戸開放政策下門戸開放政策下門戸開放政策下ののののエジプトエジプトエジプトエジプト経済経済経済経済
  鈴木弘明編. -- アジア経済研究所, 1991.5. -- (アジアを見る眼 ; 83).

4F開架新体系
332.42//MO33//5662

米国米国米国米国のののの国際交渉戦略 国際交渉戦略 国際交渉戦略 国際交渉戦略 : : : : 中国中国中国中国,,,,ロシアロシアロシアロシア((((旧旧旧旧ソソソソ連連連連)))),,,,日本日本日本日本,,,,フランスフランスフランスフランス,,,,エジプトエジプトエジプトエジプト,,,,メキシコメキシコメキシコメキシコ
  米国国務省外交研究センター編著 ; 神奈川大学経営学部教師グループ訳・解
説. -- 中央経済社, 1995.6.

4F開架新体系
319.53//C29//7279

私的土地所有権私的土地所有権私的土地所有権私的土地所有権ととととエジプトエジプトエジプトエジプト社会社会社会社会
  加藤博著. -- 創文社, 1993.2.

4F開架新体系
324.942//KA86//9284

エジプトエジプトエジプトエジプトのののの中学生中学生中学生中学生
  [学研編]. --学習研究社, 2003.3. --(世界の中学生 : みんなで楽しく国際交流! ;
2).

7F新体系
376.3//SE22//5859

エジプトエジプトエジプトエジプトのくらし のくらし のくらし のくらし : : : : 日本日本日本日本のののの子子子子どもたちがみたどもたちがみたどもたちがみたどもたちがみた、、、、コーランコーランコーランコーランととととピラミッドピラミッドピラミッドピラミッドのののの国国国国
  福生武文・写真. -- ポプラ社, 1997.4. -- (世界各地のくらし ; 30).

7F新体系
290.8//SE22//2477

エジプト エジプト エジプト エジプト : : : : 技術指導技術指導技術指導技術指導からからからから生活生活生活生活・・・・異文化体験異文化体験異文化体験異文化体験までまでまでまで
  山田俊一編著 ; 鈴木剛著. -- 海外職業訓練協会, 1998.3. -- (海外・人づくりハ
ンドブック / 海外職業訓練協会編 ; 2).

7F新体系
302.42//Y19//5483

エジプトエジプトエジプトエジプト学夜話学夜話学夜話学夜話
  酒井傳六著. -- : 新装版. -- 青土社, 1997.9.

3F開架新体系
242.03//SA29//5678

＜＜＜＜概要概要概要概要＞＞＞＞

＜＜＜＜エジプトエジプトエジプトエジプト＞＞＞＞
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＜＜＜＜マグレブマグレブマグレブマグレブ＞＞＞＞

北北北北アフリカアフリカアフリカアフリカ地域統合地域統合地域統合地域統合とととと民主化 民主化 民主化 民主化 : : : : アラブマグレブアラブマグレブアラブマグレブアラブマグレブのののの選択選択選択選択
  吉田啓太著. -- 彩流社, 2005.4.

4F開架新体系
312.43//Y86//1595

マグレブマグレブマグレブマグレブ紀行紀行紀行紀行
  川田順造著. -- 中央公論社, 1971. -- (中公新書 ; 246).

B2中央旧
294.3//K2//1

＜＜＜＜リビアリビアリビアリビア＞＞＞＞

リビアリビアリビアリビアをををを知知知知るためのるためのるためのるための60606060章章章章
  塩尻和子著. -- 明石書店, 2006.8. -- (エリア・スタディーズ ; 59).

4F開架新体系
302.431//SH72//4533

砂漠砂漠砂漠砂漠のののの思想 思想 思想 思想 : : : : リビアリビアリビアリビアでででで考考考考えたことえたことえたことえたこと
  野田正彰 [著]. -- みすず書房, 2005.2.

3F開架新体系
294.31//N92//5344

交感交感交感交感するするするするリビア リビア リビア リビア : : : : 中東中東中東中東とととと日本日本日本日本をををを結結結結ぶぶぶぶ
  江口朴郎, 板垣雄三編. -- 藤原書店, 1990.4.

3F開架新体系
243.1//E33//3984

カダフィカダフィカダフィカダフィととととアラブアラブアラブアラブ民族主義民族主義民族主義民族主義
  最首公司著. -- ホーチキ商事出版部, 1975.

B2中央旧
312.431//S85//1

イタリアイタリアイタリアイタリア領領領領リビアリビアリビアリビア開発政策史論開発政策史論開発政策史論開発政策史論
  高岡熊雄著 ; 蝦名賢造編. -- . -- 北海学園大学開発研究所, 1995.

3F開架新体系
243.1//TA49//7117

チュニジアチュニジアチュニジアチュニジアをををを知知知知るためのるためのるためのるための60606060章章章章
  鷹木恵子編著. -- 明石書店, 2010.8. -- (エリア・スタディーズ ; 81).

4F開架新体系
302.432//TA36//5369

アルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリアをををを知知知知るためのるためのるためのるための62626262章章章章
私市正年編著. -- 明石書店, 2009.4. -- (エリア・スタディーズ ; 73).

4F開架新体系
302.433//KI55//8052

アルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリア近現代史近現代史近現代史近現代史
シャルル=ロベール・アージュロン著 ; 私市正年, 中島節子訳. -- 白水社, 2002.11.
-- (文庫クセジュ ; 857).

4F新書版
243.3//A19//0345

嵐嵐嵐嵐のののの中中中中ののののアルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリア
フアン・ゴイティソーロ[著] ; 山道佳子訳. -- みすず書房, 1999.8.

4F開架新体系
302.433//G74//0362

サハラサハラサハラサハラのののの砂砂砂砂、、、、オーレスオーレスオーレスオーレスのののの石 石 石 石 : : : : アルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリア独立革命史独立革命史独立革命史独立革命史
アリステア・ホーン著 ; 北村美都穂訳. -- 第三書館, 1994.8.

3F開架新体系
243.3//H89//7877

資本主義資本主義資本主義資本主義ののののハビトゥス ハビトゥス ハビトゥス ハビトゥス : : : : アルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリアのののの矛盾矛盾矛盾矛盾
ピエール・ブルデュー [著] ; 原山哲訳. -- 藤原書店, 1993.6. -- (Bourdieu
library).

4F開架新体系
362.433//B67//9681

革命革命革命革命のののの社会学社会学社会学社会学
フランツ・ファノン[著] : 宮ケ谷徳三, 花輪莞爾, 海老坂武訳. -- : 新装版. -- みす
ず書房, 2008.6.

4F開架新体系
316.84//F14//8060

北北北北アフリカアフリカアフリカアフリカ・・・・イスラームイスラームイスラームイスラーム主義運動主義運動主義運動主義運動のののの歴史歴史歴史歴史
私市正年著. -- 白水社, 2004.12.

4F開架新体系
312.43//KI55//5425

女女女女ひとりのひとりのひとりのひとりのアルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリア
よしかわつねこ著. -- 三一書房, 1991.7.

B3生活科学
915.9//Y

＜＜＜＜ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダン＞＞＞＞

ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダン====野野野野のののの花花花花のののの国国国国でででで
  塩尻和子著. -- 未来社, 1993.5.

4F開架新体系
302.277//SH72//8712

＜＜＜＜バーレーンバーレーンバーレーンバーレーン＞＞＞＞
ペルシアペルシアペルシアペルシア湾湾湾湾のののの真珠 真珠 真珠 真珠 : : : : 近代近代近代近代バーレーンバーレーンバーレーンバーレーンのののの人人人人とととと文化文化文化文化
  チャールズ・D・ベルグレイヴ著 ; 二海志摩訳. -- 雄山閣, 2006.3.

3F開架新体系
227.89//B33//8767

＜＜＜＜チュニジアチュニジアチュニジアチュニジア＞＞＞＞

＜＜＜＜アルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリア＞＞＞＞
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＜＜＜＜サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビア＞＞＞＞

サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアをををを知知知知るためのるためのるためのるための65656565章章章章
中村覚編著. -- 明石書店, 2007.7. -- (エリア・スタディーズ ; 64).

4F開架新体系
302.2781//N37//5810

サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア : : : : 変変変変わりゆくわりゆくわりゆくわりゆく石油王国石油王国石油王国石油王国
保坂修司著. -- 岩波書店, 2005.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 964).

4F新書版
302.2781//H91//0468

サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビア中東中東中東中東のののの鍵鍵鍵鍵をををを握握握握るるるる王国王国王国王国
アントワーヌ・バスブース著 ; 山本知子訳. -- 集英社, 2004.12. -- (集英社新書 ;
0274A).

4F新書版
302.2781//B26//3012

サウジサウジサウジサウジからからからから世界世界世界世界がががが見見見見える える える える : : : : モスレムモスレムモスレムモスレムとととと共共共共にににに23232323年年年年
東藤覚編. -- 本の泉社, 2004.7.

4F開架新体系
302.2781//TO18//7661

サウディサウディサウディサウディ・・・・アラビアアラビアアラビアアラビアのののの総合的研究総合的研究総合的研究総合的研究....
日本国際問題研究所, 2001.3.

7F新体系L
L302.278//N71//0505

不思議不思議不思議不思議のののの国国国国サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア : : : : パラドクスパラドクスパラドクスパラドクス・・・・パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス
竹下節子著. -- 文芸春秋, 2001.7. -- (文春新書 ; 184).

4F新書版
302.2781//TA65//5535

サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビア現代史現代史現代史現代史
岡倉徹志著. -- 文藝春秋, 2000.6. -- (文春新書 ; 107).

4F新書版
227.81//O41//3127

サウジサウジサウジサウジ・・・・アラビアアラビアアラビアアラビア王朝史王朝史王朝史王朝史
ジョン・フィルビー著 ; 岩永博, 冨塚俊夫訳. -- 法政大学出版局, 1997.5. -- (りぶ
らりあ選書).

3F開架新体系
227.81//P54//1628

サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア : : : : 岐路岐路岐路岐路にににに立立立立つつつつイスラームイスラームイスラームイスラームのののの盟主盟主盟主盟主
小山茂樹著. -- 中央公論社, 1994.5. -- (中公新書 ; 1187).

4F新書版
302.2781//KO97//6505

住住住住んでみたんでみたんでみたんでみたサウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア : : : : アラビアアラビアアラビアアラビア人人人人とのとのとのとの愉快愉快愉快愉快なふれあいなふれあいなふれあいなふれあい
樋口健夫,樋口容視子著. -- サイマル出版会, 1986.1.

4F開架新体系
302.2781//H56//4261

投資銀行家投資銀行家投資銀行家投資銀行家がががが見見見見たたたたサウジサウジサウジサウジ石油石油石油石油のののの真実真実真実真実
  マシュー・R・シモンズ著 ; 月沢李歌子訳. -- 日経BP社.

3F開架新体系
568.09//SI5//7067

開発開発開発開発とととと石油石油石油石油のののの政治経済学 政治経済学 政治経済学 政治経済学 : : : : サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアとととと国際石油市場国際石油市場国際石油市場国際石油市場
岩崎徹也著. -- , . -- 学文社, 1989.2.

B3経済学部
332.287//I

不幸不幸不幸不幸のののの樹樹樹樹
  タ-ハ-・フセイン著 ; 池田修訳. -- 河出書房新社, 1989.1.

3F開架新体系
929.763//G34//1603

オリエントオリエントオリエントオリエントからのからのからのからの小鳥小鳥小鳥小鳥
  タウフィ-ク・アル・ハキ-ム著 ; 堀内勝訳. -- 河出書房新社, 1989.2.

3F開架新体系
929.763//G34//1604

大地大地大地大地
  アブドル・ラフマ-ン・アッ・シャルカ-ウィ著 ; 奴田原睦明訳.  -- 河出書房新社,
1988.12.

3F開架新体系
929.763//G34//1604

バイナルバイナルバイナルバイナル・・・・カスラインカスラインカスラインカスライン（（（（上上上上））））
  ナジ-ブ・マフフ-ズ著 ; 塙治夫訳.  -- 河出書房新社, 1988.

3F開架新体系
929.763//G34//1606

バイナルバイナルバイナルバイナル・・・・カスラインカスラインカスラインカスライン（（（（下下下下））））
  ナジ-ブ・マフフ-ズ著 ; 塙治夫訳.  -- 河出書房新社, 1988.

3F開架新体系
929.763//G34//1607

海海海海にににに帰帰帰帰るるるる鳥鳥鳥鳥
  ハリーム・バラカート著 ; 高井清仁, 関根謙司訳. -- 河出書房新社, 1989.1.

3F開架新体系
929.763//G34//1608

太陽太陽太陽太陽のののの男男男男たち たち たち たち ; ; ; ; ハイファハイファハイファハイファにににに戻戻戻戻ってってってって
  ガッサ-ン・カナファ-ニ-著 ; 黒田寿郎, 奴田原睦明訳. -- 河出書房新社,
1988.12.

3F開架新体系
929.763//G34//1609

北北北北へへへへ遷遷遷遷りゆくりゆくりゆくりゆく時 時 時 時 ; ; ; ; ゼゼゼゼ----ンンンンのののの結婚結婚結婚結婚
  アッ=タイ-ブ・サ-レフ著 ; 黒田寿郎, 高井清仁訳. -- 河出書房新社, 1989.2.

3F開架新体系
929.763//G34//1609

アフリカアフリカアフリカアフリカのののの夏夏夏夏
  ムハンマッド・ディブ著 ; 篠田浩一郎, 中島弘二訳.  -- 河出書房新社, 1989.3.

3F開架新体系
929.763//G34//1611

阿片阿片阿片阿片とととと鞭鞭鞭鞭
  ム-ル-ド・マムリ著 ; 菊池章一訳. -- 河出書房新社, 1989.3.

3F開架新体系
929.763//G34//1612

＜＜＜＜小説小説小説小説＞ ＞ ＞ ＞ ((((現代現代現代現代アラブアラブアラブアラブ小説全集小説全集小説全集小説全集)[)[)[)[新装版新装版新装版新装版]]]]
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