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請求記号 資料情報 配置場所 資料ＩＤ

007.3//N98//7580
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 11701475805

007.6//I72//7252
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. -- インプレスネットビジネスカンパ 3F開架新体系 11701572528

015.2//H55//5180
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 11701751809

019.04//C14//2180
読むことの力 : 東大駒場連続講義 / ロバート キャンベル編. -- 講談社,
2004.3. -- (講談社選書メチエ ; 293). 3F開架新体系 11701521806

019.1//U15//0256
同時代の読み方 : 私の読書術 / 内橋克人著. -- 岩波書店, 2000.3.

3F開架新体系 11701002567

019.12//H66//4475
本の読み方 : スロー・リーディングの実践 / 平野啓一郎著. -- PHP研究所,
2006.9. -- (PHP新書 ; 415). 4F新書版 11701844752

019.5//KA93//3084
学問の鉄人が贈る14歳と17歳のBOOKガイド / 河合塾編. -- メディアファク
トリー, 1999.1. 7F新体系 11200330840

019.5//KU11//5225
こどもに贈る本 / 久保覚, 生活クラブ生協連合会《本の花束》編. --第2集.
-- みすず書房, 2000. 3F開架新体系 11701052257

019.53//KA83//1890
絵本についての、僕の本 / 片岡義男著. -- 研究社出版, 1993.9.

3F開架新体系 11790118902

019.53//Y53//1373
砂漠でみつけた一冊の絵本 / 柳田邦男著. -- 岩波書店, 2004.10.

3F開架新体系 11701613736

019.9//B51//9970
熱い書評から親しむ感動の名著 / bk1with熱い書評プロジェクト著. -- すば
る舎, 2004.4. 3F開架新体系 11701599703

019.9//B89//2875
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 11701528751

019.9//F74//4728
悪の読書術 / 福田和也著. -- 講談社, 2003.10. -- (講談社現代新書 ;
1684). 4F新書版 11701447283

019.9//H38//6429
書評のおしごと : Book reviews 1983-2003 / 橋爪大三郎著. -- 海鳥社,
2005.9. 3F開架新体系 11701764299

019.9//H73//5941
大学新入生に薦める101冊の本 / 広島大学総合科学部101冊の本プロジェ
クト編. -- 岩波書店, 2005.3. 3F開架新体系 11701659416

019.9//I46//2958
書評で読む歴史学 / 今谷明著. -- 塙書房, 2004.12.

3F開架新体系 11701629583

019.9//KA63//4643
必読書150 / 柄谷行人 [ほか] 著. -- 太田出版, 2002.4.

3F開架新体系 11701846435

019.9//KA76//4642
読んだ、飲んだ、論じた : 鼎談書評二十三夜 / 鹿島茂, 福田和也, 松原隆
一郎著. -- 飛鳥新社, 2005.12. 3F開架新体系 11701846427

019.9//KA93//2445
深層意識への道 / 河合隼雄著. -- 岩波書店, 2004.11. -- (グーテンベル
クの森). 3F開架新体系 11701624451

019.9//KI12//3997
猿飛佐助からハイデガーへ / 木田元著. -- 岩波書店, 2003.9. -- (グーテ
ンベルクの森). 3F開架新体系 11701439975

019.9//KI12//8579
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 11700885798

019.9//KI17//5325
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 11701753250

019.9//KO12//5971
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 11701659713

019.9//KO93//0462
古典の扉 / 青木和夫 [ほか] 著. -- 第2集. -- 中央公論新社, 2005.2-. --
(中公クラシックス ; 別巻). 4F新書版 11701704626

019.9//KO93//4119
古典の扉 / 青木和夫 [ほか] 著. -- 第1集 -- 中央公論新社, 2005.2-. --
(中公クラシックス ; 別巻). 4F新書版 11701641190

019.9//MA59//4690
私の選んだ文庫ベスト3 / 丸谷才一編. -- 毎日新聞社, 1995.12.

3F開架新体系 11700546903

019.9//MA59//6431
いろんな色のインクで / 丸谷才一著. -- マガジンハウス, 2005.9.

3F開架新体系 11701764315

019.9//MA89//1596
晴れのち曇りときどき読書 / 松浦寿輝 [著]. -- みすず書房, 2006.5.

3F開架新体系 11701815968

019.9//MI71//9280
古典読むべし歴史知るべし / 宮一穂著. -- 京都精華大学文字文明研究
所. -- (文字 / 石川九楊責任編集 ; 別冊 ; 1). 3F開架新体系 11701692805

019.9//MU24//1448
残る本残る人 / 向井敏著. -- 新潮社, 2001.1.

3F開架新体系 11701114487

019.9//N13//2982
いまどきの新書 / 永江朗著. -- 原書房, 2004.12.

3F開架新体系 11701629823

019.9//O84//0705
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 11701707058

019.9//SA25//5192
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. 3F開架新体系 11701551928

019.9//SA25//8022
読書という迷宮 / 齋藤愼爾著. -- 小学館, 2002.1.

3F開架新体系 11701180223

019.9//SA85//2069
孤独になったアインシュタイン / 佐藤文隆著. -- 岩波書店, 2004.2. --
(グーテンベルクの森). 3F開架新体系 11701520691

019.9//SE98//6728
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 11701467281
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019.9//TA13//2805
ぼくが読んだ面白い本・ダメな本そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術 /
立花隆著. -- 文藝春秋, 2001.4. 3F開架新体系 11701128057

019.9//TA71//3849
雑学者の夢 / 多木浩二著. -- 岩波書店, 2004.4. -- (グーテンベルクの
森). 3F開架新体系 11701538495

019.9//TA88//0158
書物耽溺 / 谷沢永一著. -- 講談社, 2002.8.

3F開架新体系 11701401587

019.9//TA88//1809
「名著」の解読学 : 興国の書亡国の書 / 谷沢永一, 中川八洋著. -- 徳間
書店, 1998.12. 3F開架新体系 11700818096

019.9//TO59//7540
書物の未来へ / 富山太佳夫著. -- 青土社, 2003.10.

3F開架新体系 11701475409

019.9//TS21//4644
文庫本福袋 / 坪内祐三著. -- 文藝春秋, 2004.12.

3F開架新体系 11701846443

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

4F新書版 11701361997

019.9//TS91//3474
快楽の本棚 : 言葉から自由になるための読書案内 / 津島佑子著. -- 中央
公論新社, 2003.1. -- (中公新書 ; 1678). 4F新書版 11701334747

019.9//U44//4639
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 11701846393

019.9//Y32//2822
「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 11701828227

019.9//Y46//3214
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 11700732149

019.9//Y46//6486
鬼平とキケロと司馬遷と : 歴史と文学の間 / 山内昌之著. -- 岩波書店,
2005.3. -- (グーテンベルクの森). 3F開架新体系 11701664861

019.9//Y53//2684
読むことは生きること / 柳田邦男著. -- 新潮社, 1999.1.

3F開架新体系 11700826842

019.9//Y53//3998
生命の秘密 / 柳澤桂子著. -- 岩波書店, 2003.9. -- (グーテンベルクの
森). 3F開架新体系 11701439983

019.9//Y64//8232
本を読むバカ読まぬバカ / 安原顕著. -- 双葉社, 1998.10.

3F開架新体系 11700782326

019.9//Y81//5553
マルコ・ポーロと書物 / 四方田犬彦著. -- ◆U67BB◆出版社, 2000.10.

3F開架新体系 11701055532

019.9//Y91//4674
消費のなかの芸 : ベストセラーを読む / 吉本隆明著. -- ロッキング・オン,
1996.7. 3F開架新体系 11700546747

019//A12//2773
読書の軌跡 / 阿部謹也 [著]. -- 筑摩書房, 1993.9.

3F開架新体系 11700327734

019//A41//5063
ペーパーバック倶楽部 : 300冊のジャンル&レベル別特選洋書ガイド 文庫
感覚で読めるたのしい英語の世界 / アルクCAT編集部編. -- アルク, 3F開架新体系 11700450635

019//A64//2123
空想文学千一夜 : いつか魔法のとけるまで : Aramatan nights / 荒俣宏著.
-- 工作舎, 1995.2. 3F開架新体系 11790421231

019//A82//3106
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 11790331067

019//D53//2267
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 11700722678

019//F11//3408
本の愉しみ、書棚の悩み / アン・ファディマン著 ; 相原真理子訳. -- 草思
社, 2004.7. 3F開架新体系 11701634088

019//G16//2015
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 17100220155

019//H51//1533
東洋文庫ガイドブック / 平凡社東洋文庫編集部編. -- 2. -- 平凡社,
2002.4-. 3F開架新体系 11701815331

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]. -- 平凡社,
2002.4-. 3F開架新体系 11701231356

019//I33//4837
書物の達人 / 池谷伊佐夫著. -- 東京書籍, 2000.9.

3F開架新体系 11701048370

019//I35//2742
読書見本帖 / 池内紀著. -- 丸善, 1991.4. -- (丸善ライブラリー ; 002).

4F新書版 11790227422

019//I35//3249
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 11790132499

019//I95//1003
読書を楽しもう / 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2001.1. -- (岩波ジュニ
ア新書 ; 364). 4F新書版 11701310036

019//KI12//0436
ニッポン文庫大全 / 岡崎武志,茂原幸弘編. -- ダイヤモンド社, 1997.11.

3F開架新体系 11700704361

019//KI12//1889
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 11790118894

019//MI25//0493
本に映る時代 / 御厨貴著. -- 読売新聞社, 1997.5.

3F開架新体系 11700604934

019//SA25//8861
読書力 / 齋藤孝著. -- 岩波書店, 2002.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 801).

4F新書版 11701288612

019//TA88//2743
読書人の悦楽 / 谷沢永一著. -- PHP研究所, 1994.6.

3F開架新体系 11790227430

019//TE77//6729
サンタクロースを探し求めて / 暉峻淑子著. -- 岩波書店, 2003.11. --
(グーテンベルクの森). 3F開架新体系 11701467299



展示図書リスト『書評・ブックガイド』 学情センター図書展示2007.4

請求記号 資料情報 配置場所 資料ＩＤ

019//W42//7726
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 11700777268

019//Y86//0497
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 11700804971

020.21//H54//3502
上方風雅信 : 大阪の人と本 / 肥田晧三著. -- 人文書院, 1986.10.

3F開架新体系 11700435024

020.21//KO49//2748
稀本あれこれ : 国立国会図書館の蔵書から / 国立国会図書館編著. -- 出
版ニュース社, 1994.5. 3F開架新体系 11790227489

020.23//C35//9851
読むことの歴史 : ヨーロッパ読書史 / ロジェ・シャルティエ, グリエルモ・カ
ヴァッロ編 ; 田村毅 [ほか] 共訳. -- 大修館書店, 2000.5. 3F開架新体系 11700998518

020.4//N13//1447
消える本、残る本 / 永江朗著. -- 編書房.

3F開架新体系 11701114479

022//H85//9120
本づくり大全 : 文字・レイアウト・造本・紙. -- 美術出版社, 1999.7. -- (新デ
ザインガイド). 3F開架新体系 11700891200

022//MA74//3602
「本」に恋して / 松田哲夫著 ; 内澤旬子イラストレーション. -- 新潮社,
2006.2. 3F開架新体系 11701836022

022//TH5//1349
美しい書物の話 : 中世の彩飾写本からウィリアム・モリスまで / アラン・G・ト
マス著 ; 小野悦子訳. -- 晶文社, 1997.5. 3F開架新体系 11700613497

023.1//I57//6872
ベストセラーの戦後史 / 井上ひさし著. -- 1 -- 文藝春秋, 1995.9-.

3F開架新体系 11700468728

028//I89//0549
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 11700405498

028//I97//3811
「癒し」を学ぶ500冊. -- 朝日新聞社, 2001.3.

7F新体系 17100238116

028//SE22//5903
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 11701159037

104//I32//9576
2001年哲学の旅 / 池田晶子編・著 ; 永沢まこと絵. -- 新潮社, 2001.3. --
(コンプリート・ガイドブック). 3F開架新体系 11701195767

104//TA28//5181
世界をよくする現代思想入門 / 高田明典著. -- 筑摩書房, 2006.1. -- (ちく
ま新書 ; 577). 4F新書版 11701751817

104//W42//5141
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 11701651413

130//W37//3564
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 11701635648

140.4//I95//4614
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 11701746148

140.4//MO82//1460
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 11700714600

145.2031//H55//3037
「夢」を知るための109冊 / 東山紘久, 杉野要人, 西田吉男編. -- 創元社,
1992.12. 3F開架新体系 11790230376

146.8//TA73//7779
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 11701677798

159//KA31//0966
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 11701309665

204//Y46//3499
歴史という名の書物 / 山内昌之著. -- 新潮社, 2001.4.

3F開架新体系 11701134998

204//Y46//5622
歴史家の書見台 / 山内昌之 [著]. -- みすず書房, 2005.3.

3F開架新体系 11701656222

N210.01//Y31//1
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 11700147249

210.3//KO17//6142
古代史がわかる。. -- 朝日新聞社, 2002.8. -- (AERA MOOK ; 82).

3F開架新体系 11701261429

210.76//F88//7254
日本の志 / 船橋洋一著. -- 新潮社, 2003.2.

3F開架新体系 11701472547

280//SA14//8681
自伝の名著101 / 佐伯彰一編. -- 新書館, 2000.11.

3F開架新体系 11701086818

290.1//TA67//5030
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 11701350305

292//C52//6643
アジアを読む / 張競[著]. -- みすず書房, 2006.2.

3F開架新体系 11701766435

309.021//I96//6571
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 11701765718

309.021//N52//1812
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 11701218122

313.61//KI42//4732
天皇論を読む / 近代日本思想研究会著. -- 講談社, 2003.10. -- (講談社
現代新書 ; 1688). 4F新書版 11701447325

N331//H2//2A
経済学名著106選 / 大阪経済法科大学経済研究所編. -- 青木書店,
1989.7. 4F開架N 11700044081

331.04//SA93//4531
経済学への道 / 佐和隆光著. -- 岩波書店, 2003.10. -- (グーテンベルク
の森). 4F開架新体系 11701445311

331.2//N62//4835
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 11700548354
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334.41//TA26//4926
外国人の定住と日本語教育 / 田尻英三 [ほか] 著. -- ひつじ書房,
2004.9. 4F開架新体系 11701649268

335.1//KE22//9493
経営学がわかる。. -- 新版. -- 朝日新聞社, 2005.3. -- (AERA MOOK ;
105). 4F開架新体系 11701694934

336//TO86//8634
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 11100286340

361//O54//2487
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 11790024878

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. -- 4F開架新体系 11700467191

367.3//SE83//6431
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 11700764316

368.2//N71//3698
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 11701636984

382//MA74//1809
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 11701218098

401//G34//2698
現代科学論の名著 / 村上陽一郎編. -- 中央公論社, 1989.5. -- (中公新
書 ; 922). 4F新書版 11790026980

404//I35//3867
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 11701338672

410.4//I95//4622
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 11701746221

467.5//H36//5982
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 11701759828

491.04//SA85//3954
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. 3F開架新体系 11700739540

493.7//F77//4831
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 11701348317

510.31//D81//9151
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 11700391516

519//I71//2938
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 11701129386

520//I23//2846
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 11700928465

520//KE41//2779
建築学がわかる。. -- 新版. -- 朝日新聞社, 2004.8. -- (AERA MOOK ;
100). 3F開架新体系 11701627793

902.09//B89//6683
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 11701066836

909//H84//1388
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 11701013887

910.2//A38//4421
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 11701644210

910.2//KU14//0176
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 11701301761

910.26//KA97//4628
読む女書く女 : 女系読書案内 / 川崎賢子著. -- 白水社, 2003.6.

3F開架新体系 11701846286

910.26//SE31//6803
本よみの虫干し : 日本の近代文学再読 / 関川夏央著. -- 岩波書店,
2001.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 753). 4F新書版 11701168038

910.31//I85//9531
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 11790095316

930.2//H76//4480
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 11700744805

930.2//O44//1134
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 11700611343

930.26//TA28//1279
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 11701312792

930.27//MI27//6253
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 11701462530

930.29//TA28//5023
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 11700350231

930.31//N37//5022
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 11700350223

931//KI46//1561
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 11700515619

932//I16//2658
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 11701126580


