
（和書２－２）

連番 ISBN (13桁) 書名 著者名 出版社

1 9784560096239 評伝鶴屋南北（全２巻セット） 古井戸秀夫 白水社

2 9784757608733 説経稀本集
神戸女子大学古典芸
能研究センタ－：井上
勝志

和泉書院

3 9784472016622
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成第五期（全十巻
セット）：４３～５２

義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

4 9784585294238 謡曲の詩と西洋の詩 平川〓弘 勉誠出版

5 9784757608313 説経：人は神仏に何を託そうとするのか
神戸女子大学古典芸
能研究センタ－

和泉書院

6 9784796703642 説経節研究．物語編「三庄太夫」 説経節の会 せりか書房

7 9784336061355 寺山修司論：バロックの大世界劇場 守安敏久 国書刊行会

8 9784003106341 父帰る 菊池寛：石割透 岩波書店

9 9784863770423
井上ひさし再入門パロディのパロディ：非国民が
やってきた！ｐａｒｔ　３

前田朗 耕文社（大阪）

10 9784472016516
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成（全十巻セッ
ト）．３３～４２

義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

11 9784003026328 弁天小僧／鳩の平右衛門 河竹黙阿弥：河竹繁俊 岩波書店

12 9784870741911 脚本（人形劇・野外舞踊劇・リズム構成）の種の本 石塚真悟 一茎書房

13 9784840696876 近松浄瑠璃の作劇法 原道生 八木書店

14 9784472016288
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成（全十巻セッ
ト）：２３～３２

義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

15 9784003110133 玄朴と長英：他三篇 真山青果 岩波書店

16 9784585290469
三島由紀夫と能楽：『近代能楽集』、または堕地
獄者のパラダイス

田村景子 勉誠出版

17 9784843339428
江戸のヒットメ－カ－：歌舞伎作者・鶴屋南北の足
跡

津川安男 ゆまに書房

18 9784087468779 古事記とは何か：稗田阿礼はかく語りき 長部日出雄【著】 集英社

19 9784006021993 「菅原伝授手習鑑」精読：歌舞伎と天皇 犬丸治 岩波書店

20 9784915933417 唐組熱狂集成 唐十郎 ジョルダン（新宿区）

21 9784877336141 近松浄瑠璃善本集成．第５巻
近松門左衛門：神津武
男

クレス出版

22 9784877336134 近松浄瑠璃善本集成．第４巻
近松門左衛門：神津武
男

クレス出版



23 9784877336127 近松浄瑠璃善本集成．第３巻
近松門左衛門：神津武
男

クレス出版

24 9784877336110 近松浄瑠璃善本集成．第２巻
近松門左衛門：神津武
男

クレス出版

25 9784877336103 近松浄瑠璃善本集成．第１巻
近松門左衛門：神津武
男

クレス出版

26 9784006021900 黙阿弥の明治維新 渡辺保（演劇評論家） 岩波書店

27 9784585290100 謡曲画誌：影印・翻刻・訳註 小林保治：石黒吉次郎 勉誠出版

28 9784472016103
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成（全十巻セッ
ト）：１３～２２

義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

29 9784795402720 平石耕一現代史劇選集．２ 平石耕一
アルヒ－フ(発売：すずさ
わ書店)

30 9784880095042 近松世話物の世界 苅田敏夫
苅田敏夫(発売：真珠書
院)

31 9784623054916 河竹黙阿弥：元のもくあみとならん 今尾哲也 ミネルヴァ書房

32 9784623052318
梅原猛聖徳太子の夢：ス－パ－歌舞伎・狂言の
世界

保井温 ミネルヴァ書房

33 9784004202646 四谷怪談：悪意と笑い 広末保 岩波書店

34 9784000234528 浄瑠璃御前物語の研究 信多純一 岩波書店

35 9784642071529 仮名手本忠臣蔵を読む 服部幸雄 吉川弘文館

36 9784830111273 寺山修司欧米キネマテアトル 清水義和 文化書房博文社

37 9784000019422 評伝菊田一夫 小幡欣治 岩波書店

38 9784560026991
犬は鎖につなぐべからず：岸田國士一幕劇コレク
ション

ケラリ－ノ・サンドロ
ヴィッチ：岸田国士

白水社

39 9784472016028 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．１２
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

40 9784639020035 現代に生きる近松：戦後６０年の軌跡 深澤昌夫 雄山閣

41 9784472016011 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．１１
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

42 9784472016004 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．１０
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

43 9784326153916 社会正義：地界で考える 金子守 勁草書房

44 9784472015991 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．９
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

45 9784314101608
Ｈａｌｆ　ａ　ｃｅｎｔｕｒｙ　ｏｆ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｔｈｅａｔｅｒ．ｖｏ
ｌ．９（１９９０ｓ　ｐａｒ

日本劇作家協会 紀伊國屋書店

46 9784472015984 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．８
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部



47 9784472015977 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．７
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

48 9784472015960 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．６
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

49 9784757603929 近松正本考．続 山根為雄 和泉書院

50 9784792413989 大蔵虎明能狂言集：翻刻註解 大塚光信 清文堂出版

51 9784472015939 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．３
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

52 9784472015922 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．２
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

53 9784472015915 義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成．１
義太夫節正本刊行会：
鳥越文蔵

玉川大学出版部

54 9784639019220 黙阿弥研究の現在 吉田弥生 雄山閣

55 9784639019121
天保十一年の忠臣蔵：鶴屋南北『盟三五大切』を
読む

犬丸治 雄山閣

56 9784585031444 狂言六義総索引
東京都立大学中世語
研究会

勉誠出版

57 9784623044054
鶴屋南北：滑稽を好みて、人を笑わすことを業と
す

諏訪春雄 ミネルヴァ書房

58 9784314101561
Ｈａｌｆ　ａ　ｃｅｎｔｕｒｙ　ｏｆ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｔｈｅａｔｅｒ．ｖｏ
ｌ．７（１９６０ｓ　ｐａｒ

日本劇作家協会 紀伊國屋書店

59 9784759914955
四代目鶴屋南北論：悪人劇の系譜と趣向を中心
に

鵜飼伴子 風間書房

60 9784838231294 幸若舞曲研究．別巻（事典・総索引） 福田晃（国文学） 三弥井書店

61 9784314101554
Ｈａｌｆ　ａ　ｃｅｎｔｕｒｙ　ｏｆ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｔｈｅａｔｅｒ．ｖｏ
ｌ．６（１９６０ｓ　ｐａｒ

日本劇作家協会 紀伊國屋書店

62 9784832964211 海音と近松：その表現と趣向 冨田康之 北海道大学出版会

63 9784003106716 出家とその弟子 倉田百三 岩波書店

64 9784403150012 小津安二郎全集 小津安二郎：井上和男 新書館

65 9784840696357 歌舞伎浄瑠璃稀本集成 演劇研究会 八木書店

66 9784003121924 若人よ蘇れ・黒蜥蜴：他一篇 三島由紀夫 岩波書店

67 9784151400469 唐十郎．１ 唐十郎 早川書房

68 9784907282455 小栗往還記・風雅の帝・光巌 松本徹 鼎書房

69 9784875025115
従軍中の若き哲学者ル－トヴィヒ・ウィトゲンシュ
タインがブルシ－ロフ攻勢の夜に弾丸：略称：従
軍中のウィトゲンシュタイン

谷賢一 工作舎

70 9784101020914 つかこうへい正伝：１９６８－１９８２ 長谷川康夫 新潮社



71 9784757609563 古浄瑠璃・説経研究　近世初期芸能事情．上巻 阪口弘之 和泉書院

72 9784757609570 古浄瑠璃・説経研究　近世初期芸能事情．下巻 阪口弘之 和泉書院

73 9784838233687 豊後節系浄瑠璃集 安田文吉：安田徳子 三弥井書店

74 9784784511501 清水邦夫の華麗なる劇世界 井上理恵 社会評論社

75 9784865782813 後藤新平の『劇曲平和』
後藤新平研究会：後藤
新平

藤原書店

76 9784864051514 歌舞伎を読む　雅の巻：宮廷の光と影 大矢芳弘 森話社

77 9784838607334
鷺流狂言詞章保教本を起点とした狂言詞章の日
本語学的研究

米田達郎 武蔵野書院

78 9784101050508 サド侯爵夫人・わが友ヒットラ－ 三島由紀夫 新潮社

79 9784827911091 謹訳世阿弥能楽集．上 林望 桧書店

80 9784861107061 江戸の黙阿弥：善人を描く 埋忠美沙 春風社

81 9784846019877
多和田葉子の〈演劇〉を読む：切り拓かれる未踏
の地平

谷川道子：谷口幸代 論創社

82 9784872597257
岸田理生の劇世界：アングラから国境を越える演
劇へ

岡田蕗子 大阪大学出版会

83 9784003025628 歌舞伎十八番の内勧進帳 郡司正勝 岩波書店

84 9784497216038 中国古典名劇選 後藤裕也：西川芳樹 東方書店

85 9784497215062 上海解放：夏衍自伝・終章 夏衍：阿部幸夫 東方書店

86 9784497212061 駱駝祥子：五幕六場戯曲 老舎：梅阡 東方書店

87 9784893803573 中国現代戯曲集．第７集 話劇人社 晩成書房

88 9784924779976 驚鴻記校注 多口洞天人：竹村則行 中国書店

89 9784762927737 成化本『白兔記』の研究 大阪大学 汲古書院

90 9784892811296 中国古劇溯源：出土文物・稀覯書 岩城秀夫 朋友書店

91 9784041071878 新訳お気に召すまま
ウィリアム・シェイクスピ
ア：河合祥一郎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

92 9784041069004 新訳オセロ－
ウィリアム・シェイクスピ
ア：河合祥一郎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

93 9784101252537 快読シェイクスピア：決定版 河合隼雄：松岡和子 新潮社

94 9784062903707 報いられたもの／働き手
ウィリアム・サマセット・
モ－ム：行方昭夫

講談社



95 9784755304040
プロミ－シュ－ス解放およびその他の詩集：附
『改革への哲学的見解』

パ－シ－・ビッシュ・
シェリ－：原田博

音羽書房鶴見書店

96 9784062903622 シェイクスピアの面白さ 中野好夫 講談社

97 9784480045294 シェイクスピア全集．２９
ウィリアム，シェイクス
ピア：松岡和子

筑摩書房

98 9784772009911 イデアに捧げる愛の詩集
マイケル・ドレイトン：岩
崎宗治

国文社

99 9784041056196 新訳まちがいの喜劇
ウィリアム・シェイクスピ
ア：河合祥一郎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

100 9784151400391 ア－サ－・ミラ－．５
ア－サ－・ミラ－：倉橋
健

早川書房

101 9784151400384 ア－サ－・ミラ－．４
ア－サ－・アッシャ－・
ミラ－：倉橋健

早川書房

102 9784062903301 聖火
ウィリアム・サマセット・
モ－ム：行方昭夫

講談社

103 9784480097835 シェイクスピア・カ－ニヴァル ヤン・コット：高山宏 筑摩書房

104 9784151400377 ア－サ－・ミラ－．３
ア－サ－・アッシャ－・
ミラ－

早川書房

105 9784834253146
病気を描くシェイクスピア：エリザベス朝における
医療と生活

堀田饒
ホ－ム社（千代田区）(発
売：集英社)

106 9784121023827 シェイクスピア：人生劇場の達人 河合祥一郎 中央公論新社

107 9784101204710 深読みシェイクスピア 松岡和子 新潮社

108 9784480045287 シェイクスピア全集．２８
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

109 9784480097194 謎解き『ハムレット』：名作のあかし 河合祥一郎 筑摩書房

110 9784480045270 シェイクスピア全集．２７
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

111 9784041029787 新訳から騒ぎ
ウィリアム・シェイクスピ
ア：河合祥一郎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

112 9784151400353 テネシ－・ウィリアムズ．２ テネシ－・ウィリアムズ 早川書房

113 9784480045263 シェイクスピア全集．２６
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

114 9784003224618 人と超人
ジョ－ジ・バ－ナ－ド・
ショ－：市川又彦

岩波書店

115 9784480045256 シェイクスピア全集．２５
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

116 9784271310242 サッフォ－
ロ－レンス・ジョ－ジ・
ダレル：川野美智子

大阪教育図書

117 9784480033246 シェイクスピア全集．２４
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

118 9784255155401 シェイクスピア名セリフ集
荒井良雄（英米文学）：
尾崎寔

朝日出版社



119 9784006022105 シェイクスピアに出会う旅 熊井明子 岩波書店

120 9784480033239 シェイクスピア全集．２３
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

121 9784269721180
『ロミオとジュリエット』を読み解く：人の世は夢ｖｓ．
愛の力

芝史朗 英宝社

122 9784480033222 シェイクスピア全集．２２
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

123 9784480033215 シェイクスピア全集．２１
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

124 9784269721142 怒りの悲劇：シェイクスピア劇の手法 肥田友宏 英宝社

125 9784902455267 Ｔｏ　ｂｅとｎｏｔ　ｔｏ　ｂｅの間：ハムレットの仲間たち 村上淑郎 鳳書房

126 9784907775605 さけび
テネシ－・ウィリアム
ズ：大森裕二

カモミ－ル社

127 9784870971370
エリザベス朝悲劇・四拍子による新訳三編：タム
バレイン大王、マクベス、白い悪魔

川崎淳之助 英光社（文京区）

128 9784102020074 マクベス
ウィリアム・シェイクスピ
ア：福田恒存

新潮社

129 9784480033208 シェイクスピア全集．２０
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

130 9784102020012 ロミオとジュリエット
ウィリアム・シェイクスピ
ア：中野好夫

新潮社

131 9784385410647 シェイクスピア・ハンドブック．〔２０１０年〕 河合祥一郎：小林章夫 三省堂

132 9784480033192 シェイクスピア全集．１９
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

133 9784327481551 シェイクスピアの翻訳 大場建治 研究社

134 9784585054160 シェイクスピアの生涯 結城雅秀 勉誠出版

135 9784327180010 あらし
ウィリアム・シェイクスピ
ア：大場建治

研究社

136 9784863270299 愛、裏切り、美しい人生：シェイクスピアの心 熊谷次紘 渓水社（広島）

137 9784384023848 ノ－スロップ・フライのシェイクスピア講義
ノ－スロップ・フライ：ロ
バ－ト・サンドラ－

三修社

138 9784480033185 シェイクスピア全集．１８
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

139 9784000073042 リア王
ウィリアム・シェイクスピ
ア：野島秀勝

岩波書店

140 9784480033178 シェイクスピア全集．１７
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

141 9784560092149 シェイクスピア伝
ピ－タ－・アクロイド：河
合祥一郎

白水社

142 9784327180102 オセロ－
ウィリアム・シェイクスピ
ア：大場建治

研究社



143 9784472403576 オリヴァ－・ツイスト／二都物語
チャ－ルズ・ディケン
ズ：ジェレミ－・ブロック

玉川大学出版部

144 9784480033161 シェイクスピア全集．１６
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

145 9784327472115 新編シェイクスピア案内
日本シェイクスピア協
会

研究社

146 9784480033154 シェイクスピア全集．１５
ウィリアム・シェイクスピ
ア【著】：松岡和子【訳】

筑摩書房

147 9784327180041 宴の夜
ウィリアム・シェイクスピ
ア：大場建治

研究社

148 9784766413793 沙翁と福翁に学ぶ生きる知恵 石川実 慶應義塾大学出版会

149 9784271117667 一人旅のハムレット 西山正容 大阪教育図書

150 9784480033147 シェイクスピア全集．１４
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

151 9784271117629
Ｔｅｎｎｅｓｓｅｅ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ：Ｖｉｃｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ，ｓｅｘｕａｌｉ
ｔｙ，ａ

古木圭子 大阪教育図書

152 9784876986927
シェイクスピア残酷劇からの誕生：『タイタス・アン
ドロニカス』の劇作術

依田義丸 京都大学学術出版会

153 9784820521556 シェイクスピア：変容の世界 加藤克彦
学術出版会(発売：日本図
書センタ－)

154 9784560027486 シェイクスピアの驚異の成功物語
スティ－ヴン・ジェ－・
グリ－ンブラット：河合
祥一郎

白水社

155 9784480033130 シェイクスピア全集．１３
ウィリアム・シェイクスピ
ア【著】：松岡和子【訳】

筑摩書房

156 9784873789033
愛と性の政治学：シェイクスピアをジェンダ－で読
む

朱雀成子 九州大学出版会

157 9784269710733
追体験の試み：ヘルダ－の『シェイクスピア論』並
びにワ－ズワ－ス研

鈴木孝夫 英宝社

158 9784327180065 ジュ－リアス・シ－ザ－
ウィリアム・シェイクスピ
ア：大場建治

研究社

159 9784327180027 真夏の夜の夢
ウィリアム・シェイクスピ
ア：大場建治

研究社

160 9784523292999 シェイクスピアと夢 武井ナヲエ 南雲堂

161 9784560026120
シェイクスピア贋作事件：ウィリアム・ヘンリ－・ア
イアランドの数奇な人生

パトリシア・ピアス：高
儀進

白水社

162 9784900304994 シェイクスピアの読者と観客：テクストと上演 岡本靖正 鳳書房

163 9784003229217 世の習い
ウィリアム・コングリ－
ヴ：笹山隆

岩波書店

164 9784861321207
深読みシェ－クスピア：『真夏の夜の夢』と月の
フォ－クロア

佐々木充 新潟日報事業社

165 9784657055156 イギリス・ルネサンス演劇集．２ 大井邦雄：山田英教 早稲田大学出版部

166 9784657055149 イギリス・ルネサンス演劇集．１ 小野正和：岡崎涼子 早稲田大学出版部



167 9784820592976 ラブホリックシェイクスピア：愛の軌跡 谷川二郎 日本図書センタ－

168 9784324076293 シェイクスピアは楽しい 東郷公徳
上智大学出版(発売：ぎょ
うせい)

169 9784797253252 シェイクスピアの政治学
アラン・ブル－ム：松岡
啓子

信山社出版(発売：大学図
書)

170 9784830110450 劇場の現在：シェイクスピアとショ－ 清水義和 文化書房博文社

171 9784820587729 ジェンダ－の驚き：シェイクスピアとジェンダ－ 浜名恵美 日本図書センタ－

172 9784327180072 マクベス
ウィリアム・シェイクスピ
ア：大場建治

研究社

173 9784327180089 ハムレット
ウィリアム・シェイクスピ
ア：大場建治

研究社

174 9784403250767 シェイクスピア・ハンドブック 高橋康也 新書館

175 9784003221617 マンフレッド
バイロン・バ－トン：小
川和夫

岩波書店

176 9784480033123 シェイクスピア全集．１２
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

177 9784588007811
シェイクスピアとエデンの喪失：家族の価値の文
化史

キャサリン・ベルジ－：
高桑陽子

法政大学出版局

178 9784336046062
アメリカン・シェイクスピア：初期アメリカ演劇の文
化史

常山菜穂子 国書刊行会

179 9784003223017 鎖を解かれたプロメテウス
パ－シ－・ビィシュ・シェ
リ－：石川重俊

岩波書店

180 9784820588337 日本近代文学とシェイクスピア 水崎野里子 日本図書センタ－

181 9784588007774 シェイクスピアとカ－ニヴァル：バフチン以後
ロナルド・ノウルズ：岩
崎宗治

法政大学出版局

182 9784269720770 シェイクスピアの喜劇：逆転の願い 金城盛紀 英宝社

183 9784830109966 ドラマの誕生バ－ナ－ド・ショ－ 清水義和 文化書房博文社

184 9784269720787
虚と実の狭間で：シェイクスピアのディスガイズの
系譜

細川真 英宝社

185 9784480033116 シェイクスピア全集．１１
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

186 9784775400227
ライオンとハムレット：Ｗ・Ｂ・イェイツ演劇作品の
研究

岩田美喜 松柏社

187 9784820568223 シェイクスピア大事典
荒井良雄（英米文学）：
大場建治

日本図書センタ－

188 9784480045300 シェイクスピア全集．３０
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

189 9784041087930 新訳アテネのタイモン
ウィリアム・シェイクスピ
ア：河合祥一郎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

190 9784480045317 シェイクスピア全集．３１
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房



191 9784003725092 から騒ぎ
ウィリアム・シェイクスピ
ア：喜志哲雄

岩波書店

192 9784480045324 シェイクスピア全集．３２
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

193 9784772009997
人類史から読む『ハムレット物語』：サクソ・シェイ
クスピア・大岡昇平

岡三郎 国文社

194 9784814002863
股倉からみる『ハムレット』：シェイクスピアと日本
人

芦津かおり 京都大学学術出版会

195 9784004318460 暴君：シェイクスピアの政治学
スティ－ブン・グリ－ン
ブラット：河合祥一郎

岩波書店

196 9784758922951
Ｅｎｒｅｇｉｓｔｅｒｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｏｕ　ｉｎ　Ｅｉｇｈｔｅｅｎｔｈ－
Ｃｅｎ

野々宮鮎美 開拓社

197 9784480045331 シェイクスピア全集．３３
ウィリアム・シェイクスピ
ア：松岡和子

筑摩書房

198 9784309208299
真訳シェイクスピア四大悲劇：ハムレット・オセロ
－・リア王・マクベス

ウィリアム・シェイクスピ
ア：石井美樹子

河出書房新社

199 9784903145594 ア－レントの二人の師：レッシングとハイデガ－
ハンナ・ア－レント：仲
正昌樹

明月堂書店

200 9784881160916 変革者ブレヒト：オルタナティブの演劇を求めて 内藤猛 績文堂出版

201 9784003242926 春のめざめ
フランク・ヴェデキント：
酒寄進一

岩波書店

202 9784389420642 ブレヒト 岩淵達治 清水書院

203 9784334753153 アンティゴネ
ベルトルト・ブレヒト：谷
川道子

光文社

204 9784334752965 三文オペラ
ベルトルト・ブレヒト：谷
川道子

光文社

205 9784881160961 ブレヒト討論：芸術運動のすすめ 石黒英男 績文堂出版

206 9784810202267 原形ファウスト
ヨハン・ヴォルフガン
グ・フォン・ゲ－テ：新妻
篤

同学社

207 9784003294000 オルレアンの少女
フリ－ドリヒ・フォン・シ
ラ－：佐藤通次

岩波書店

208 9784003246917 ヴォイツェク／ダントンの死／レンツ
ゲオルク・ビュ－ヒナ
－：岩淵達治

岩波書店

209 9784624700874 白バラの祈り：ゾフィ－・ショル、最期の日々
フレ－ト・ブライナ－ス
ドルファ－：瀬川裕司

未来社

210 9784003243916 三文オペラ
ベルトルト・ブレヒト：岩
淵達治

岩波書店

211 9784261072747 世紀を超えるブレヒト 市川明：木村英二 郁文堂

212 9784003243930 肝っ玉おっ母とその子どもたち
ベルトルト・ブレヒト：岩
淵達治

岩波書店

213 9784384040135
フリ－ドリヒ・デュレンマットの喜劇：迷宮のドラマ
トゥルギ－

増本浩子 三修社

214 9784886297570 シュニッツラ－の家庭崩壊劇 岡野安洋 鳥影社



215 9784061983243 ファウスト．下
ゲーテ【著】：柴田翔
【訳】

講談社

216 9784061983205 ファウスト．上
ゲーテ【著】：柴田翔
【訳】

講談社

217 9784122067417 ファウスト：悲劇第一部
ヨハン・ヴォルフガン
グ・フォン・ゲ－テ：手〓
富雄

中央公論新社

218 9784122067424 ファウスト：悲劇第二部
ヨハン・ヴォルフガン
グ・フォン・ゲ－テ：手〓
富雄

中央公論新社

219 9784846019525 ペンテジレ－ア
ハインリヒ・フォン・クラ
イスト：仲正昌樹

論創社

220 9784904575833 多和田葉子／ハイナ－・ミュラ－演劇表象の現場 谷川道子：山口裕之
東京外国語大学出版会
(発売：ＪＲＣ)

221 9784560072349 光のない。［三部作］
エルフリ－デ・イェリネ
ク：林立騎

白水社

222 9784151400414 ジャン・ジロドゥ：トロイ戦争は起こらない．１
ジャン・ジロドゥ：岩切正
一郎

早川書房

223 9784334753368 ロレンザッチョ
アルフレド・ド・ミュッセ：
渡辺守章

光文社

224 9784907775667 現代フランス戯曲名作選：和田誠一翻訳集．２
ロベ－ル・トマ：アルド・
ニコライ

カモミ－ル社

225 9784271117940
Ｐｉｅｒｒｅ　Ｃｏｒｎｅｉｌｌｅの作品に見られるキリスト教思
想：その演劇理論と２人のオランダ人演劇理論家

梶谷二郎 大阪教育図書

226 9784003251775 贋の侍女／愛の勝利
ピエ－ル・ド・マリヴォ
－：佐藤実枝

岩波書店

227 9784560092224 ゴド－を待ちながら：ベスト・オブ・ベケット
サミュエル・ベケット：安
堂信也

白水社

228 9784894345591
なぜ男は女を怖れるのか：ラシ－ヌ『フェ－ドル』
の罪の検証

アラン・リピエッツ：千石
玲子

藤原書店

229 9784657062062 マリヴォ－戯曲選集
ピエ－ル・ド・マリヴォ
－：佐藤実枝

早稲田大学出版部

230 9784003750421 繻子の靴．下
ポ－ル・クロ－デル：渡
辺守章

岩波書店

231 9784003750414 繻子の靴．上
ポ－ル・クロ－デル：渡
辺守章

岩波書店

232 9784409140604 ラシ－ヌ、二つの顔 山中知子 人文書院

233 9784065153413 閨房の哲学
マルキ・ド・サド：秋吉良
人

講談社

234 9784560098493 罠／ボ－イング＝ボ－イング 日仏演劇協会：岩瀬孝 白水社

235 9784773818024 抒情詩集
ソル・フアナ＝イネス・
デ・ラ・クルス：中井博
康

現代企画室

236 9784003770054 娘たちの空返事：他一篇
レアンドロ・フェルナン
デス・デ・モラティ：佐竹
謙一

岩波書店

237 9784400520726 イエスという人の物語
ホセ・イグナシオ・ロペ
ス・ビヒル：マリア・ロペ
ス・ビヒル

新教出版社

238 9784003273715 セビ－リャの色事師と石の招客：他一篇
ティルソ・デ・モリ－ナ：
佐竹謙一

岩波書店



239 9784815805975 カルデロン演劇集
ペドロ・カルデロン・デ・
ラ・バルカ：佐竹謙一

名古屋大学出版会

240 9784815804640 スペイン黄金世紀演劇集 牛島信明 名古屋大学出版会

241 9784801004993 セレスティ－ナ：カリストとメリベ－アの悲喜劇
フェルナンド・デ・ロハ
ス：岡村一

水声社

242 9784815805661 ゴルド－ニ喜劇集
カルロ・ゴルド－ニ：斎
藤泰弘

名古屋大学出版会

243 9784309619996 地球は破壊されはしない
ダヴィデ・マリア・トゥロ
ルド：須賀敦子

河出書房新社

244 9784560072158 劇場
ミハイル・ブルガ－コ
フ：水野忠夫

白水社

245 9784896423082 チェ－ホフ自身によるチェ－ホフ
ソフィ・ラフィット：吉岡
正敞

未知谷

246 9784000073073 桜の園
アント－ン・パ－ヴロ
ヴィチ・チェ－ホフ：小
野理子

岩波書店

247 9784003262726 どん底
マクシム・ゴ－リキ－：
中村白葉

岩波書店

248 9784624934477 桜の園
パ－ヴロヴィチ・アント
－ン・チェ－ホフ：安達
紀子

未来社

249 9784879959751 カヴァフィス全詩
コンスタンティノス・カ
ヴァフィス：池澤夏樹

書肆山田

250 9784815809065 ギリシア悲劇と「美しい死」 吉武純夫 名古屋大学出版会

251 9784814001309 ギリシアの抒情詩人たち：竪琴の音にあわせ 沓掛良彦 京都大学学術出版会

252 9784814000975 古代文芸論集
ロンギノス：ディオニュ
シオス・ハリカルナッセ
ウス

京都大学学術出版会

253 9784334753603 オイディプス王
ソポクレス：河合祥一
郎

光文社

254 9784588356032
古代西洋万華鏡：ギリシア・エピグラムにみる
人々の生

沓掛良彦 法政大学出版局

255 9784336060082
仏教者が読む古典ギリシアの文学と神話：松田
紹典論集

松田紹典：村上真完 国書刊行会

256 9784622086024 詩人が読む古典ギリシア：和訓欧心 高橋睦郎 みすず書房

257 9784585230526
「ウサギとカメ」の読書文化史：イソップ寓話の受
容と「競争」

府川源一郎 勉誠出版

258 9784814000357 ギリシア詞華集．４ 沓掛良彦 京都大学学術出版会

259 9784814000326 ギリシア詞華集．３ 沓掛良彦 京都大学学術出版会

260 9784903505176 極楽のあまり風：ギリシア文学からの眺め 中務哲郎 ピナケス出版(発売：ＪＲＣ)

261 9784876989164 ギリシア詞華集．２ 沓掛良彦 京都大学学術出版会

262 9784876989133 エレゲイア詩集 テオグニス：西村賀子 京都大学学術出版会



263 9784876989119 ギリシア詞華集．１ 沓掛良彦 京都大学学術出版会

264 9784764273764 西洋古典文学と聖書：歓待と承認
ジョン・テイラ－：土岐
健治

教文館

265 9784903505138 極楽のあまり風：ギリシア文学からの眺め 中務哲郎 ピナケス出版(発売：ＪＲＣ)

266 9784876984879 食客：全集３ ルキアノス：丹下和彦 京都大学学術出版会

267 9784000287876 『イ－リアス』ギリシア英雄叙事詩の世界 川島重成 岩波書店

268 9784003570043 アンティゴネ－ ソフォクレス：中務哲郎 岩波書店

269 9784876982929 古代ホメロス論集
プルタルコス：ヘラクレ
イトス

京都大学学術出版会

270 9784876982806 ヘシオドス全作品 ヘシオドス：中務哲郎 京都大学学術出版会

271 9784876982516 偽預言者アレクサンドロス：全集４ ルキアノス：内田次信 京都大学学術出版会

272 9784000283007
ホメロス『オデュッセイア』：〈戦争〉を後にした英雄
の歌

西村賀子 岩波書店

273 9784755302633
サッポ－たちの十八世紀：近代イギリスにおける
女性・ジェンダ－・セクシュアリ

川津雅江 音羽書房鶴見書店

274 9784787915214
天草版伊曽保物語／言葉の和らげ：影印及び全
注釈

江口正弘：江口正弘 新典社

275 9784812019047 現代ギリシア詩集 東千尋 土曜美術社出版販売

276 9784862850959 ピンダロス祝勝歌研究 小池登 知泉書館

277 9784876989256 西洋古典学事典 松原国師 京都大学学術出版会

278 9784791764884 オデュッセウスの冒険 吉田敦彦：安彦良和 青土社

279 9784876981786 レウキッペとクレイトポン
アキレウス・タティオス：
中谷彩一郎

京都大学学術出版会

280 9784775401507
オイディプスのいる町：悲劇『オイディプス王』の分
析

山本淳 松柏社

281 9784000218948 古代ギリシア文学史 高津春繁 岩波書店

282 9784876981700 ギリシア教訓叙事詩集 アラトス：ニカンドロス 京都大学学術出版会

283 9784791763566
ギリシァ悲劇を読む：ソポクレス『ピロクテテス』に
みる教育劇

吉田敦彦 青土社

284 9784006021269 ギリシア文学散歩 斎藤忍随 岩波書店

285 9784876988242 旅の地中海：古典文学周航 丹下和彦 京都大学学術出版会

286 9784766411300
ヘレニズムの詩とホメ－ロス：アポロ－ニオス・ロ
ディオス研究

高橋通男
慶應義塾大学言語文化
研究所(発売：慶應義塾大
学出版会)



287 9784876981557 牧歌
テオクリトス：古沢ゆう
子

京都大学学術出版会

288 9784876981496 キュロスの教育 クセノフォン：松本仁助 京都大学学術出版会

289 9784876981410 ギリシア合唱抒情詩集 アルクマン：丹下和彦 京都大学学術出版会

290 9784814001729 ホメロス後日譚
クイントス・スミュルナイ
オス：北見紀子

京都大学学術出版会

291 9784814001743 アルゴナウティカ
アポロニオス・ロディオ
ス：堀川宏

京都大学学術出版会

292 9784903505183 ホメロス『イリアス』への招待 川島重成：古澤ゆう子 ピナケス出版(発売：ＪＲＣ)

293 9784862853103
「イソップ寓話」の形成と展開：古代ギリシアから
近代日本へ

吉川斉 知泉書館

294 9784814002269 ホメロス外典／叙事詩逸文集 中務哲郎 京都大学学術出版会

295 9784000096447 西洋古典学研究．６８ 日本西洋古典学会
日本西洋古典学会(発売：
岩波書店)

296 9784653044673 絵入巻子本　伊曽保物語：翻刻・解題・図版解説 ロ－レンス・マルソ－ 臨川書店

297 9784622087335
メトロポリタン歌劇場：歴史と政治がつくるグランド
オペラ

チャ－ルズ・アフロン：ミ
レッラ・Ｊ・アフロン

みすず書房

298 9784756618627
ホフマン物語：ホフマンの幻想小説からオッフェン
バックの幻想オペラ

長野順子：石井朗 ありな書房

299 9784864051316
日本語オペラの誕生：鴎外・逍遥から浅草オペラ
まで

大西由紀 森話社

300 9784801002869 フランス・オペラの美学：音楽と言語の邂逅 内藤義博 水声社

301 9784865591583
キ－ワ－ドで読むオペラ／音楽劇研究ハンドブッ
ク

丸本隆：荻野静男 アルテスパブリッシング

302 9784880654140 オペラの未来
ミヒャエル・ハンペ：井
形ちづる

水曜社

303 9784276371118 読むオペラ：聴く前に、聴いたあとで 堀内修 音楽之友社

304 9784865591538
《ニ－ベルングの指環》教養講座：読む・聴く・観
る！　リング・ワ－ルドへの扉

山崎太郎 アルテスパブリッシング

305 9784874632093 ＣＤ・ＤＶＤで訪れる世界の名歌劇場 野崎正俊 芸術現代社

306 9784865591569
歌うギリシャ神話：オペラ・歌曲がもっと楽しくなる
教養講座

彌勒忠史 アルテスパブリッシング

307 9784434230516 イタリア・オペラ・ガイド 河野典子
フリ－スペ－ス(発売：星
雲社)

308 9784779170850
随想・オペラ文化論：『カルメン』『サロメ』『イスの
王様』『椿姫』

三木原浩史 彩流社

309 9784801002081
ロッシ－ニ《セビ－リャの理髪師》：名作を究める
十の扉

水谷彰良 水声社

310 9784787273932 リヒャルト・シュトラウスとホ－フマンスタ－ル 三宅新三 青弓社



311 9784560510063 １００語でたのしむオペラ
フィリップ・ジョルダン：
武藤剛史

白水社

312 9784880653747 イタリアの都市とオペラ 福尾芳昭 水曜社

313 9784582857979 オペラでわかるヨ－ロッパ史 加藤浩子 平凡社

314 9784434213830 スカラ座から世界へ 南条年章：林康子
フリ－スペ－ス(発売：星
雲社)

315 9784276110410 新イタリア・オペラ史 水谷彰良 音楽之友社

316 9784799801406
スカラ座の思い出：コンサ－トマスタ－から見たマ
エストロの肖像

エンリ－コ・ミネッティ：
石橋典子

スタイルノ－ト

317 9784880653631 オペラの学校
ミヒャエル・ハンペ：井
形ちづる

水曜社

318 9784276130333 ヴェルディ全オペラ解説．３ 高崎保男 音楽之友社

319 9784801000605 オペラティック
ミシェル・レリス：大原宣
久

水声社

320 9784152094896 オペラ座のお仕事：世界最高の舞台をつくる 三澤洋史 早川書房

321 9784393935811 オペラは手ごわい 岸純信 春秋社（千代田区）

322 9784880653372
ヴァ－グナ－　オペラ・楽劇全作品対訳集：《妖
精》から《パルジファル》まで

ヴィルヘルム・リヒャル
ト・ワ－グナ－：井形ち
づる

水曜社

323 9784480095787
オペラの終焉：リヒャルト・シュトラウスと〈バラの
騎士〉の夢

岡田暁生 筑摩書房

324 9784906791200 《魔笛》の神話学：われらの隣人、モ－ツァルト 坂口昌明 ぷねうま舎

325 9784560509845 オペレッタ
ジャック・ルシュ－ズ：
岡田朋子

白水社

326 9784636900828 オペラ入門 石戸谷結子
ヤマハミュ－ジックエンタ
テインメントホ－

327 9784490108385 オペラ事典 戸口幸策：森田学 東京堂出版

328 9784434182136 ルソ－とフランス・オペラ 内藤義博
ブイツ－ソリュ－ション(発
売：星雲社)

329 9784393935750 夢の職業オペラ歌手
ゲルト・ユッカ－：市原
和子

春秋社（千代田区）

330 9784805727065 オペラハウスから世界を見る 森岡実穂 中央大学出版部

331 9784324094037
フランス・オペラの魅惑：舞台芸術論のための覚
え書き

澤田肇
上智大学出版(発売：ぎょ
うせい)

332 9784276130326 ヴェルディ全オペラ解説．２ 高崎保男 音楽之友社

333 9784393935576 ようこそオペラ！：ビギナ－ズ鑑賞ガイド 加藤浩子 春秋社（千代田区）

334 9784276130319 ヴェルディ全オペラ解説．１ 高崎保男 音楽之友社



335 9784794808271
ヴァグナ－の女王：キルステン・フラグスタ－ト自
伝

ルイ・ビアンコリ：田村
哲雄

新評論

336 9784766413373 ファウスト神話と音楽
ハンス・ヨアヒム・クロイ
ツァ－：石原あえか

慶應義塾大学出版会

337 9784794807311
びわ湖ホ－ルオペラをつくる：創造し発信する劇
場

上原恵美 新評論

338 9784622072539 オペラ、魅惑する女たち
ジャン・スタロバンスキ
－：千葉文夫

みすず書房

339 9784874631737 名作オペラ上演史 佐川吉男 芸術現代社

340 9784874631706 二十世紀のオペラ名演出家 佐川吉男 芸術現代社

341 9784560508862 イタリア・オペラ ジル・ド・ヴァン：森立子 白水社

342 9784560026571 マリア・カラス聖なる怪物
ステリオス・ガラトプ－
ロス：高橋早苗

白水社

343 9784880651149 日本オペラ史．～１９５２
増井敬二：昭和音楽大
学オペラ研究所

水曜社

344 9784276355651 モ－ツァルト／ドン・ジョヴァンニ
ヴォルフガング・アマデ
ウス・モ－ツァルト：小
瀬村幸子

音楽之友社

345 9784788060142 シャリャ－ピンとバラライカ
アナト－リ－・イワノ
ヴィチ・ペレサダ：広瀬
信雄

新読書社

346 9784276355637 ワ－グナ－／ニ－ベルングの指環．下
ヴィルヘルム・リヒャル
ト・ワ－グナ－：高辻知
義

音楽之友社

347 9784403250637 オペラ・ハンドブック 新書館 新書館

348 9784624934286
当世流行劇場：１８世紀ヴェネツィア、絢爛たるバ
ロック・オペラ制作

ベネデット・マルチェッ
ロ：小田切慎平

未来社

349 9784879843807
神秘劇をオペラ座へ：バルト－クとバラ－ジュの
共同作品としての《青ひげ公

岡本佳子 松籟社

350 9784276355323
まとめてわかる！ドイツ・オペラの名曲：ドイツ、オ
－ストリアのオペラからオペレッタまで

井形ちづる：永竹由幸 音楽之友社

351 9784065168745 オペラ入門 許光俊 講談社

352 9784902262377 ＬＡ　ＲＯＮＤＩＮＥ　つばめ とよしま洋
アウラ・マ－ニャ／イタリ
アオペラ出版

353 9784842917689 簡略オペラ史：闘いの歴史 岸純信 八千代出版

354 9784582859362 オペラで楽しむヨ－ロッパ史 加藤浩子 平凡社

355 9784865592252 オペラがわかる１０１の質問
ザビ－ネ・ヘンツェ＝デ
－リング：ジ－クハル
ト・デ－リング

アルテスパブリッシング

356 9784902262384 修道女アンジェリカ
ジョヴァッキ－ノ・フォル
ツァ－ノ：ジャコモ・プッ
チ－ニ

アウラ・マ－ニャ／イタリ
アオペラ出版

357 9784801005372 変貌するフランス・オペラ：ブフォン論争の功罪 内藤義博 水声社

358 9784801005556
オペラ／音楽劇研究の現在：創造と伝播のダイナ
ミズム

佐藤英：大西由紀 水声社



359 9784846017347 世界を踊るトゥシュ－ズ：私とバレエ 針山愛美 論創社

360 9784846016890 フランス舞踏日記１９７７－２０１７ 古関すまこ 論創社

361 9784416617953
バレエ語辞典：バレエにまつわる言葉をイラストと
豆知識で踊りながら

富永明子：森菜穂美 誠文堂新光社

362 9784872595987
Ｉｎｄｏｎｅｓｉａｎ　Ｃｒｏｓｓ－Ｇｅｎｄｅｒ　Ｄａｎｃｅｒ　Ｄｉｄｉｋ
Ｎｉｎ

福岡まどか：古屋均 大阪大学出版会

363 9784762966033
日中戦争下のモダンダンス：交錯するプロパガン
ダ

星野幸代 汲古書院

364 9784122064461 完本麿赤兒自伝：憂き世戯れて候ふ 麿赤兒 中央公論新社

365 9784622085683 土方巽：衰弱体の思想 宇野邦一 みすず書房

366 9784766423877 鎌鼬：田代の土方巽 細江英公：鎌鼬美術館 慶應義塾大学出版会

367 9784887089099
Ｔｈｅ　ｌｉｆｅ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｍｒｓ　Ｎｉｌｉｍａ　Ｄｅｖｉ，ＭＢ
Ｅ：ａｎ　Ｉｎｄｉａｎ　ｃｌａｓｓｉｃａｌ　ｄａｎｃｅ

佐藤清隆
多宗教・多文化の歴史研
究所(発売：刀水書房)

368 9784582278217 透明迷宮 細江英公：笠井叡 平凡社

369 9784866029405 近世琉球の王府芸能と唐・大和 板谷徹 岩田書院

370 9784469267846 ダンステクニックとケガ：その予防と治療
ジャスティン・ハウス：モ
イラ・マコ－マック

大修館書店

371 9784756246646 ＪＯ　ＫＡＮＡＭＯＲＩ／ＮＯＩＳＭ　ｂｙ　ＫＩＳＨＩＮ 篠山紀信：後藤繁雄 パイインタ－ナショナル

372 9784861104657
器としての身體：土方巽・暗黒舞踏技法へのアプ
ロ－チ

三上賀代 春風社

373 9784403320392
オ－レリ・デュポン：美しきパリ・オペラ座エトワ－
ル

オ－レリ・デュポン 新書館

374 9784006022662 坂東三津五郎踊りの愉しみ
坂東三津五郎（１０
世）：長谷部浩

岩波書店

375 9784469267754
ポアントのすべて：トウシュ－ズ、トレ－ニング、テ
クニック

ジャニス・バリンジャ
－：サラ・シュレジンガ
－

大修館書店

376 9784779120435 ベリ－ダンス：伝統と革新のあいだで 関口義人 彩流社

377 9784309275352
バレエの世界へようこそ！：あこがれのバレエ・ガ
イド

リサ・マイルズ：ロイヤ
ル・バレエ団

河出書房新社

378 9784403330605 バレエ・キャラクタ－事典
新藤弘子：とよふくまき
こ

新書館

379 9784062193818 フラガ－ル物語：常磐音楽舞踊学院５０年史 清水一利 講談社

380 9784582836738 パリ・オペラ座バレエ
アイヴォ－ル・ゲスト：
鈴木晶

平凡社

381 9784585270201 土方巽：肉体の舞踏誌 森下隆 勉誠出版

382 9784892597251
無形文化財の伝承・記録・教育：アフリカの舞踊を
事例として

遠藤保子：相原進 文理閣



383 9784469267501 バランシン・テクニック
スキ・ショ－ラ－：上野
房子

大修館書店

384 9784636900835 バレエ入門 林愛子：林田直樹
ヤマハミュ－ジックエンタ
テインメントホ－

385 9784403231247 オペラ座の迷宮：パリ・オペラ座バレエの３５０年 鈴木晶 新書館

386 9784784216727 京舞井上流の誕生 岡田万里子 思文閣出版

387 9784490208214 二十世紀の１０大バレエダンサ－ 村山久美子 東京堂出版

388 9784905324201 身体造形思考ノ－ト：オイリュトミ－を聴き、歌う 宇佐美陽一 花書院

389 9784403330544 舞台メイクパ－フェクト・レッスン
Ｃｌａｒａ編集部：クロワゼ
編集部

新書館

390 9784403231230 バレエの見方 長野由紀 新書館

391 9784783716792
大野一雄・舞踏と生命：大野一雄国際シンポジウ
ム２００７

岡本章 思潮社

392 9784403320385 バレエ・パ－フェクト・ガイド ダンスマガジン編集部 新書館

393 9784403330537 バレエ・ストレッチ集 クロワゼ編集部 新書館

394 9784791766413
ベリ－ダンスの官能：ダンサ－３３人の軌跡と証
言

関口義人 青土社

395 9784403320378
マチュ－・ガニオ：パリ・オペラ座バレエのエトワ－
ル

マチュ－・ガニオ 新書館

396 9784582834833
ペテルブルグのバレリ－ナ：クシェシンスカヤの回
想録

マチルダ・フェリクソヴ
ナ・クシェシンスカ：森
瑠依子

平凡社

397 9784062727426
拍手しすぎる日本人行列してまで食べないフラン
ス人

芳賀直子 講談社

398 9784403330339 バレエの筋肉、使えてますか？ クロワゼ編集部 新書館

399 9784000244633 坂東三津五郎踊りの愉しみ
坂東三津五郎（１０
世）：長谷部浩

岩波書店

400 9784385410661 日本舞踊ハンドブック 藤田洋 三省堂

401 9784469266726 ダンサ－なら知っておきたい「からだ」のこと 水村真由美 大修館書店

402 9784829304686 ダンスをめぐる散策 村山茂代 不昧堂出版

403 9784469266498 クラシックバレエテクニック
グレッチェン・ワ－ド・ワ
－レン：ス－ザン・コッ
ク

大修館書店

404 9784469266283 ルドルフ・ラバン：新しい舞踊が生まれるまで
ルドルフ・フォン・ラバ
ン：日下四郎

大修館書店

405 9784894343542 おどりは人生 鶴見和子：西川千麗 藤原書店

406 9784469265330
ヤングダンサ－指導のためのバレエの基本レッス
ン

ジョ－ン・ロ－ソン：森
下はるみ

大修館書店



407 9784469265255 ダンスのメンタルトレ－ニング
ジム・タイラ－：セチ・タ
イラ－

大修館書店

408 9784874490341 組踊を聴く 矢野輝雄 瑞木書房(発売：慶友社)

409 9784336044587 おどりの譜：日本舞踊古典技法の復活 丸茂祐佳 国書刊行会

410 9784403120121 夢の衣裳・記憶の壺：舞踊とモダニズム 國吉和子（舞踊研究） 新書館

411 9784880654539 フラメンコ、この愛しきこころ：フラメンコの精髄 橋本ルシア 水曜社

412 9784585270515 「東洋」を踊る崔承喜 李賢〓 勉誠出版

413 9784903619941 マイヤ・プリセツカヤ：闘う舞姫とその時代
高山智：ユ－ラシア研
究所

群像社

414 9784780422092
大人のためのバレエの「食事と栄養」：美しく踊れ
る体のつくり方

村田裕子 メイツ出版

415 9784902098105 これはダンスか？「大野一雄」は終わらない
若山美術館：ダンスア
－カイヴ構想

かんた(発売：ツバメ出版
流通)

416 9784588420207
バレエ・デ・シャンゼリゼ：第二次世界大戦後フラ
ンス・バレエの出発

深澤南土実 法政大学出版局

417 9784336066558
コンテンポラリ－・ダンスの現在：ノン・ダンス以後
の地平

越智雄磨 国書刊行会

418 9784896426151
帝室劇場とバレエ・リュス：マリウス・プティパから
ミハイル・フォ－キンへ

平野恵美子 未知谷

419 9784752911845
ダンサ－のヘルスケア：トレ－ナ－・医療者のた
めの基礎知識

芸術家のくすり箱：水村
（久埜）真由美

医道の日本社

420 9784809679926
バレエ筋肉ハンドブック：筋トレ以前に知っておき
たい！

島田智史 東洋出版（文京区）

421 9784560097960
ボリショイ秘史：帝政期から現代までのロシア・バ
レエ

サイモン・モリソン：赤
尾雄人

白水社

422 9784583112763 ダンス解剖学
ジャッキ・グリ－ン・ハ
－ス：武田淳也

ベ－スボ－ル・マガジン社

423 9784160089938 バレエ基礎技法の解明：身体の虚構化 森龍朗
文藝春秋企画出版部(発
売：文藝春秋)

424 9784880027760 舞台医学入門 武藤芳照：山下敏彦 新興医学出版社

425 9784585050698 人はなぜ歌い踊るのか 星野紘 勉誠出版

426 9784816919343 映画・音楽・芸能の本全情報．２０００－２００４ 日外アソシエ－ツ 日外アソシエ－ツ

427 9784000803113 上方芸能事典 森西真弓 岩波書店

428 9784843319321 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第１４巻 ゆまに書房

429 9784843319314 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第１３巻 ゆまに書房

430 9784843319307 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第１２巻 ゆまに書房



431 9784843319291 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第１１巻 ゆまに書房

432 9784843319284 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第１０巻 ゆまに書房

433 9784843319277 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第９巻 ゆまに書房

434 9784843319260 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第８巻 ゆまに書房

435 9784843319253 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第７巻 ゆまに書房

436 9784843319246 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第６巻 ゆまに書房

437 9784843319239 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第５巻 ゆまに書房

438 9784843319222 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第４巻 ゆまに書房

439 9784843319215 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第３巻 ゆまに書房

440 9784843319208 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第２巻 ゆまに書房

441 9784843319192 明治～昭和初期俳優名鑑集成．第１巻 ゆまに書房

442 9784798701608 森卓也のコラム・クロニクル：１９７９－２００９ 森卓也：和田尚久 トランスビュ－

443 9784830112867 身体とメディア 清水義和：赤塚麻里 文化書房博文社

444 9784473040794 米朝置土産一芸一談
桂米朝（３代目）：桂米
團治（５代目）

淡交社

445 9784120046490 谷崎潤一郎対談集．藝能編 谷崎潤一郎：小谷野敦 中央公論新社

446 9784336054197 メディア横断芸術論 守安敏久 国書刊行会

447 9784639021629 芸十夜
坂東三津五郎（８世）：
武智鉄二

雄山閣

448 9784805753347 「語り」の諸相：演劇・小説・文化とナラティヴ
中央大学人文科学研
究所

中央大学出版部

449 9784624700898 ドラマの根源：木下順二対話集 木下順二 未来社

450 9784006001759 道化の民俗学 山口昌男 岩波書店

451 9784846004750 劇的クロニクル：１９７９～２００４劇評集 西堂行人 論創社

452 9784269710238 越境する演劇 田中雅男：飯沼万里子 英宝社

453 9784830110184 演劇の現在：シェイクスピアと河竹黙阿弥 清水義和 文化書房博文社

454 9784864051484 演劇と音楽 森佳子：奥香織 森話社



455 9784120053214 勘三郎の死：評話集　劇場群像と舞台回想 中村哲郎 中央公論新社

456 9784779127212 文化を問い直す：舞台芸術の視座から
平田栄一朗：針貝真理
子

彩流社

457 9784582859744 日本の道化師：ピエロとクラウンの文化史 大島幹雄 平凡社

458 9784901477529 舞台芸術．０２ 太田省吾：鴻英良
京都造形芸術大学舞台
芸術研究センタ－(発売：
月曜社)

459 9784096712269 演劇年鑑．２０１８ 日本演劇協会
日本演劇協会(発売：小学
館)

460 9784096712177 演劇年鑑．２０１７ 日本演劇協会
日本演劇協会(発売：小学
館)

461 9784096712436 演劇年鑑．２０１９ 日本演劇協会
日本演劇協会(発売：小学
館)

462 9784096712825 演劇年鑑．２０２１ 日本演劇協会
日本演劇協会(発売：小学
館)

463 9784794425058 エンタテイメント企業に学ぶ競争優位の戦略 丸山一彦 創成社

464 9784284102155 権田保之助著作集 権田保之助
学術出版会(発売：日本図
書センタ－)

465 9784106108457 興行師列伝：愛と裏切りの近代芸能史 笹山敬輔 新潮社

466 9784817846501 地下アイドルの法律相談 深井剛志：姫乃たま 日本加除出版

467 9784434284854 舞台＆芸能用語解説集：読んで楽しい
ジャパンインタ－ナショナ
ル総合研究所(発売：星雲
社)

468 9784335358166 エンタテインメント法実務 骨董通り法律事務所 弘文堂

469 9784585226499
上海租界の劇場文化：混淆・雑居する多言語空
間

大橋毅彦：関根真保 勉誠出版

470 9784907623395
舞台と客席の近接学：ライブを支配する距離の法
則

野村亮太
ｄＺＥＲＯ(発売：トランス
ビュ－)

471 9784861107191
ナチスと闘った劇場：精神的国土防衛とチュ－リ
ヒ劇場の「伝説」

葉柳和則 春風社

472 9784794808073
創造を支える劇場技術者：舞台裏から感動を伝え
る

齋藤譲一 新評論

473 9784845625628
ネットワ－ク時代のステ－ジ照明システム構築：
基礎知識、ＴＩＰＳ、施工例から見えてくる未来

宇佐美浩一：岡山貞次 リット－ミュ－ジック

474 9784624700928 篠木佐夫のあかりの仕事 ＪＰＬ編集部 未来社

475 9784560098288
ケイティ・ミッチェルの演出術：舞台俳優と仕事す
るための１４段階式クラフト

ケイティ・ミッチェル：亘
理裕子

白水社

476 9784875864479 緊張をとる 伊藤丈恭 芸術新聞社

477 9784880594231
ＴＲＵＴＨ［真実］：「俳優養成」とキャラクタ－創造
の技術ペルソナ、ニ－

ス－ザン・バトソン：青
山治

而立書房

478 9784788517011
応用インプロの挑戦：医療・教育・ビジネスを変え
る即興の力

テレサ・ロビンズ・デュ
デグ：ケイトリン・マクル
ア－

新曜社



479 9784324109687
Ｓｃａｎｄａｌｅｓ　ｄｅ　ｔｈｅａｔｒｅ：ｅｎ　Ｏｒｉｅｎｔ　ｅｔ　ｅｎ
Ｏｃｃ：演劇とスキャンダル　東洋・西洋、初期近代
から現代ま

フランソワ・ルセルク
ル：小倉博孝

上智大学出版(発売：ぎょ
うせい)

480 9784000254274 夕暮れもとぼけて見れば朝まだき：ノッポさん自伝 高見のっぽ 岩波書店

481 9784473041944
舞うひと：草刈民代×古典芸能のトップランナ－
たち

草刈民代：浅井佳代子 淡交社

482 9784864050814 芸能的思考 橋本裕之 森話社

483 9784062922944 中世芸能講義：「勧進」「天皇」「連歌」「禅」 松岡心平 講談社

484 9784902084979 中世の芸能と文芸 小林健二（国文学） 竹林舎

485 9784062901529 折口信夫芸能論集 折口信夫：安藤礼二 講談社

486 9784006021573 わた史発掘：戦争を知っている子供たち 小沢昭一 岩波書店

487 9784872945720 舞台芸能の伝流 植木行宣 岩田書院

488 9784872945492 中世芸能の形成過程 植木行宣 岩田書院

489 9784000234665 自由人佐野碩の生涯 岡村春彦 岩波書店

490 9784916087959 近代演劇の水脈：歌舞伎と新劇の間 神山彰 森話社

491 9784901631815 日本古典芸能史 今岡謙太郎 武蔵野美術大学出版局

492 9784790712077 隠された国家：近世演劇にみる心の歴史 川田耕 世界思想社

493 9784324078860
Ｔｈｅ　ａｅｓｔｈｅｔｉｃｓ　ｏｆ　ｑｕｉｅｔｕｄｅ：Ｏｔａ　Ｓｈｏｇｏ
ａｎｄ　ｔｈｅ　ｔｈｅａｔｒｅ

マリコ・ボイド
上智大学出版(発売：ぎょ
うせい)

494 9784816503382 比較演劇学．続々 河竹登志夫 南窓社

495 9784916087430 舞台の光と影：近世演劇新攷 松崎仁 森話社

496 9784794966001 徳川夢声と出会った 〓田研吾 晶文社

497 9784560028445 都新聞藝能資料集成．昭和編　上 矢野誠一 白水社

498 9784820595670 杉村春子：舞台女優 杉村春子 日本図書センタ－

499 9784779126055 ＢＡＤ　ＭＯＯＤ：睡蓮みどり写真集 石黒健治：睡蓮みどり 彩流社

500 9784908926631
近代社会教育における権田保之助研究：娯楽論
を中心として

坂内夏子 大空社出版

501 9784865782752 海－ロマン 森繁久彌：片山杜秀 藤原書店

502 9784780719772 私流演技とは：わが役者人生の歩みとともに 嵐圭史 本の泉社



503 9784791773084
何はなくとも三木のり平：父の背中越しに見た戦
後東京喜劇

小林のり一：戸田学 青土社

504 9784163912998 伝統芸能の革命児たち 九龍ジョ－ 文藝春秋

505 9784560098103
三島の子どもたち：三島由紀夫の「革命」と日本
の戦後演劇

日比野啓 白水社

506 9784787234803 ２．５次元文化論：舞台・キャラクタ－・ファンダム 須川亜紀子 青弓社

507 9784642039017 昭和戦時期の娯楽と検閲 金子龍司 吉川弘文館

508 9784794972576
語り芸パ－スペクティブ：かたる・はなす・よむ・う
なる

玉川奈々福 晶文社

509 9784768458914 朝倉喬司芸能論集成：芸能の原郷　漂泊の幻郷 朝倉喬司 現代書館

510 9784864882194 河原者ノススメ：死穢と修羅の記憶 篠田正浩 幻戯書房

511 9784796703208
近世庄内における芸能興行の研究：鶴岡・酒田・
黒森

佐治ゆかり せりか書房

512 9784897576060 ふくしまの芸能興行 橋本今祐 歴史春秋出版

513 9784909544070 沖縄芸能のダイナミズム：創造・表象・越境 久万田晋：三島わかな 七月社(発売：ＪＲＣ)

514 9784894892835 韓国演劇運動史 柳敏栄：津川泉 風響社

515 9784497209023
文明戯研究の現在：春柳社百年記念国際シンポ
ジウム論文集

飯塚容：瀬戸宏 東方書店

516 9784762928017
中国地方戯曲研究：元明南戯の東南沿海地区へ
の伝播

田仲一成 汲古書院

517 9784876362585 中国伝統演劇様式の研究 有澤晶子 研文出版

518 9784865612080 濱文庫戯単図録：中国芝居番付コレクション 中里見敬 花書院

519 9784894892941
中国伝統芸能の俳優教育：陜西省演劇学校のエ
スノグラフィ－

清水拓野 風響社

520 9784787274373
世界を環流する〈インド〉：グロ－バリゼ－ションの
なかで変容する南アジア芸能の

松川恭子：寺田吉孝 青弓社

521 9784880593920
歌舞劇ヤクシャガ－ナ：南インドの劇空間、綺羅
の呪力。

森尻純夫 而立書房

522 9784831511065 知の劇場、演劇の知 岡室美奈子 ぺりかん社

523 9784523264668
じゃじゃ馬たちの文化史：シェイクスピア上演と女
の表象

小林かおり 南雲堂

524 9784269710009
イギリス中世演劇の変容：道徳劇・インタル－ド研
究

宮川朝子 英宝社

525 9784327472054 シェイクスピアとイギリス民衆演劇の成立 玉泉八州男 研究社

526 9784327375119 英米演劇入門 喜志哲雄 研究社



527 9784830109942 イギリスの演劇：宗教と文化を交えて語る 新熊清 文化書房博文社

528 9784779114120
ドイツ市民悲劇とジェンダ－：啓蒙時代の「自己形
成」

菅利恵 彩流社

529 9784846005849 ドイツ現代演劇の構図 谷川道子 論創社

530 9784801005525 オスカ－・シュレンマ－：バウハウスの舞台芸術 柴田隆子 水声社

531 9784261072631 ウィ－ンの演劇と検閲 生田真人 郁文堂

532 9784560509234 演劇の歴史
アラン・ヴィアラ：高橋
信良

白水社

533 9784861107375
イタリア・宝塚・２・５次元：多彩な演劇世界をめ
ぐって

鈴木国男 春風社

534 9784880593128 モスクワ芸術座
ニック・ウォ－ラル：佐
藤正紀

而立書房

535 9784801005280 赤いナデシコ：《職業革命家》ア－シャの回顧録
アンナ・ラ－ツィス：桑
野隆

水声社

536 9784861104497
ショ－・パフォ－マンスが立ち上がる：現代アフリ
カの若者たちがむすぶ社会関係

大門碧 春風社

537 9784790713555
アジア系アメリカ演劇：マスキュリニティの演劇表
象

山本秀行 世界思想社

538 9784805751572 アメリカ演劇と「再生」 長田光展 中央大学出版部

539 9784788060166 日米演劇の出合い 李相景：田中徳一 新読書社

540 9784588997709 アメリカ演劇．３１
日本アメリカ演劇学会(発
売：法政大学出版局)

541 9784831514813 能と狂言．１５
能楽学会(発売：ぺりかん
社)

542 9784831514462 能と狂言．１４
能楽学会(発売：ぺりかん
社)

543 9784044000851 能の読みかた 林望 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

544 9784062920728 風姿花伝
市村宏【全訳注】：市村
宏

講談社

545 9784480428332 異界を旅する能：ワキという存在 安田登（能楽師） 筑摩書房

546 9784831512949 能と狂言．９
能楽学会(発売：ぺりかん
社)

547 9784762935718 能楽と崑曲：日本と中国の古典演劇をたのしむ 赤松紀彦：小松謙 汲古書院

548 9784093621878 風姿花伝／謡曲名作選 世阿弥：表章 小学館

549 9784757604711 花伝諸本対観 伊藤正義（国文学） 和泉書院

550 9784838604166 ことばから迫る能（謡曲）論：理論と鑑賞の新視点 小林千草：千草子 武蔵野書院



551 9784473031976 面からたどる能楽百一番 三浦裕子：神田佳明 淡交社

552 9784872591484
現代能楽講義：能と狂言の魅力と歴史について
の十講

天野文雄 大阪大学出版会

553 9784838103287 風姿：能を見に行こう
金剛能楽堂財団：西村
彰朗

光村推古書院

554 9784473031297 能にアクセス 井上由理子 淡交社

555 9784022619631 梅原猛の授業能を観る 梅原猛 朝日新聞出版

556 9784763018328 新作能「沖宮」スペシャルＢＯＸ
石牟礼道子：志村ふく
み

求龍堂

557 9784763018311 新作能「沖宮」ＤＶＤブック
石牟礼道子：志村ふく
み

求龍堂

558 9784130101462 世阿弥の稽古哲学 西平直 東京大学出版会

559 9784393930397
おのずから出で来る能：世阿弥の能楽論、または
〈成就〉の詩学

玉村恭 春秋社（千代田区）

560 9784044006365 聖地と日本人 小松和彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

561 9784473044655 もう一度楽しむ能 友枝真也：馬場あき子 淡交社

562 9784000227735 幻視の座：能楽師・宝生閑聞き書き 宝生閑：土屋恵一郎 岩波書店

563 9784894345669 能の見える風景 多田富雄 藤原書店

564 9784000018166 能楽のなかの女たち：女舞の風姿 脇田晴子 岩波書店

565 9784877331993 能謡研究叢書 羽田昶：西哲生 クレス出版

566 9784787961754 戦国武将と能楽：信長・秀吉・家康 原田香織 新典社

567 9784087207873 世阿弥の世界 増田正造 集英社

568 9784046538727 能を読む．２ 天野文雄：土屋恵一郎
角川学芸出版(発売：ＫＡ
ＤＯＫＡＷＡ)

569 9784902417203 近代能楽史の研究：東海地域を中心に 飯塚恵理人 大河書房

570 9784642052504 世阿弥 今泉淑夫 吉川弘文館

571 9784490206401 能楽史年表．近世編　上巻 鈴木正人 東京堂出版

572 9784877372569 世阿弥と禅 大友泰司 翰林書房

573 9784490205893 能楽史年表．古代・中世編 鈴木正人 東京堂出版

574 9784831511607
世阿弥がいた場所：能大成期の能と能役者をめ
ぐる環境

天野文雄 ぺりかん社



575 9784585051657 世阿弥：人と文学 石黒吉次郎 勉誠出版

576 9784866590646 世阿弥の謎 森田恭二 創英社（三省堂書店）

577 9784473041715 昭和の能楽名人列伝 羽田昶 淡交社

578 9784582246070 評伝観世榮夫 船木拓生 平凡社

579 9784560031698 華より幽へ：観世榮夫自伝 観世栄夫：北川登園 白水社

580 9784840696470 梅若実日記．第７巻（明治３６年～明治４１年
梅若実（１世）：梅若実
日記刊行会

八木書店

581 9784840696463 梅若実日記．第６巻（明治３０年～明治３５年
梅若実（１世）：梅若実
日記刊行会

八木書店

582 9784840696456 梅若実日記．第５巻（明治２４年～明治２９年
梅若実（１世）：梅若実
日記刊行会

八木書店

583 9784840696449 梅若実日記．第４巻（明治１６年～明治２３年
梅若実（１世）：梅若実
日記刊行会

八木書店

584 9784840696432 梅若実日記．第３巻（明治６年～明治１５年）
梅若実（１世）：梅若実
日記刊行会

八木書店

585 9784886212795 黒川能と興行 桜井昭男 同成社

586 9784903351858 海を渡った富山藩の能面 胡桃正則 桂書房

587 9784862150486 佐渡能楽史序説：現存能舞台三五棟
小林責：池田哲夫（民
俗学）

高志書院

588 9784759917802
佐賀鍋島の伝世史料からみた「大名面」の制作と
蒐集の実態

アダム・ゾ－リンジャ－ 風間書房

589 9784757604032 岡家本江戸初期能型付 藤岡道子 和泉書院

590 9784784219360 猿楽と面：大和・近江および白山の周辺から
伊東史朗：ＭＩＨＯＭＵＳ
ＥＵＭ

思文閣出版

591 9784588420092 日本の仮面：能と狂言
フリ－ドリヒ・ペルツィン
スキ－：吉田次郎（ドイ
ツ文学）

法政大学出版局

592 9784472120015 能面を打つ：面の舞台と型紙 高津紘一 玉川大学出版部

593 9784639018278 白山信仰と能面 曽我孝司 雄山閣

594 9784473019776 能面打ち：堀安右衞門の作品と技．下 堀安右衛門：神田佳明 淡交社

595 9784887308916 近代国家と能楽堂 奥冨利幸 大学教育出版

596 9784473039859 演目別にみる能装束：一歩進めて能鑑賞．２ 観世喜正：正田夏子 淡交社

597 9784473031914 演目別にみる能装束：一歩進めて能鑑賞 観世喜正：正田夏子 淡交社

598 9784880084688 金春の能〈上〉中世を汲む 金春安明 新宿書房



599 9784827909630 観世流史参究 表章 桧書店

600 9784873546100 狂言史の基礎的研究．続 関屋俊彦 関西大学出版部

601 9784003013113 わらんべ草 大蔵虎明：笹野堅 岩波書店

602 9784874491867 狂言の形成と展開．続 橋本朝生 瑞木書房(発売：慶友社)

603 9784838604210 ことばから迫る狂言論：理論と鑑賞の新視点 小林千草：千草子 武蔵野書院

604 9784757603202
狂言画写の世界：影印・作品解説・装束の着付・
装束の構成

安東伸元：中野愼子 和泉書院

605 9784473031440 狂言面：鑑賞と打ち方 小林責：神田佳明 淡交社

606 9784000262798 狂言三人三様．野村万作の巻 野村万斎：土屋恵一郎 岩波書店

607 9784394903963 千五郎の勝手に狂言解体新書 茂山千五郎 春陽堂書店

608 9784480689641
歌舞伎一年生：チケットの買い方から観劇心得ま
で

中川右介 筑摩書房

609 9784639022893 歌舞伎：研究と批評．５０ 歌舞伎学会
歌舞伎学会(発売：雄山
閣)

610 9784639022718 歌舞伎：研究と批評．４９ 歌舞伎学会
歌舞伎学会(発売：雄山
閣)

611 9784639022541 歌舞伎：研究と批評．４８ 歌舞伎学会
歌舞伎学会(発売：雄山
閣)

612 9784639021858 歌舞伎：研究と批評．４６ 歌舞伎学会
歌舞伎学会(発売：雄山
閣)

613 9784000244428 坂東三津五郎歌舞伎の愉しみ
坂東三津五郎（１０
世）：長谷部浩

岩波書店

614 9784469221640 歌舞伎のことば 渡辺保（演劇評論家） 大修館書店

615 9784473031051 歌舞伎にアクセス 伊達なつめ 淡交社

616 9784560035962 歌舞伎登場人物事典
古井戸秀夫：河竹登志
夫

白水社

617 9784006020606 歌右衛門の疎開 山川静夫 岩波書店

618 9784639025443 歌舞伎：研究と批評．５９ 歌舞伎学会
歌舞伎学会(発売：雄山
閣)

619 9784642034210 歌舞伎の原郷：地芝居と都市の芝居小屋 服部幸雄 吉川弘文館

620 9784639019084 元禄歌舞伎の展開：甦る名優たち 近藤瑞男 雄山閣

621 9784759914429 かぶき創成 室木弥太郎 風間書房

622 9784831510303 歌舞伎と江戸文化 津田類 ぺりかん社



623 9784840696364 歌舞伎文化の享受と展開：観客と劇場の内外 神楽岡幼子 八木書店

624 9784757608962 歌舞伎評判記集成．第３期第２巻 役者評判記刊行会 和泉書院

625 9784762936562 江戸歌舞伎の情報文化史 倉橋正恵 汲古書院

626 9784840692465
近代歌舞伎年表名古屋篇．第１２巻（大正１０年
～大正１１

国立劇場近代歌舞伎
年表編纂室

八木書店

627 9784840692441
近代歌舞伎年表名古屋篇．第１０巻（大正６年～
大正７年）

国立劇場 八木書店

628 9784840692434
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第９巻（大正４年～
大

国立劇場 八木書店

629 9784876034833 歌舞伎と宝塚歌劇：相反する、密なる百年 吉田弥生：阿部さとみ 開成出版（千代田区）

630 9784840692427
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第８巻（大正２年～
大

国立劇場 八木書店

631 9784062882217 歌舞伎家と血と藝 中川右介【著】 講談社

632 9784840692410
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第７巻（明治４４年
～

国立劇場 八木書店

633 9784840692403
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第６巻（明治４１年
～

国立劇場 八木書店

634 9784840692397
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第５巻（明治３６年
～

国立劇場 八木書店

635 9784840692380
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第４巻（明治３２年
～

国立劇場 八木書店

636 9784840692373
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第３巻（明治２７年
～

国立劇場 八木書店

637 9784840692366
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第２巻（明治２１年
～

国立劇場 八木書店

638 9784840692359
近代歌舞伎年表．名古屋篇　第１巻（明治元年～
明

国立劇場 八木書店

639 9784840692335
近代歌舞伎年表．京都篇　別巻（昭和１８年～昭
和

国立劇場 八木書店

640 9784840692328 近代歌舞伎年表．京都篇　第１０巻（昭和１１年～ 国立劇場 八木書店

641 9784840692311
近代歌舞伎年表．京都篇　第９巻（昭和４年～昭
和

国立劇場 八木書店

642 9784840692472
近代歌舞伎年表名古屋篇．第１３巻（大正１２年
～大正１３

国立劇場近代歌舞伎
年表編纂室

八木書店古書出版部(発
売：八木書店)

643 9784166612345 玉三郎勘三郎海老蔵平成歌舞伎三十年史 中川右介 文藝春秋

644 9784840692489
近代歌舞伎年表名古屋篇．第１４巻（大正１４年
～大正１５

国立劇場近代歌舞伎
年表編纂室

八木書店古書出版部(発
売：八木書店)

645 9784840692496
近代歌舞伎年表名古屋篇．第１５巻（昭和２年～
昭和６年）

国立劇場近代歌舞伎
年表編纂室

八木書店

646 9784022618870 二代目：聞き書き中村吉右衛門
中村吉右衛門（２世）：
小玉祥子

朝日新聞出版



647 9784473041197 僕らの歌舞伎：先取り！新・花形世代１５人に聞く 葛西聖司 淡交社

648 9784473041203 昭和の歌舞伎名優列伝 石橋健一郎 淡交社

649 9784166610662 天才と名人中村勘三郎と坂東三津五郎 長谷部浩 文藝春秋

650 9784096820636 坂東玉三郎舞台
坂東玉三郎（５世）：福
田尚武

小学館

651 9784006021856 市川海老蔵 犬丸治 岩波書店

652 9784344981706 坂東玉三郎：歌舞伎座立女形への道 中川右介【著】 幻冬舎

653 9784096822784 歌舞伎俳優二代目中村吉右衛門：別冊芸談つき
中村吉右衛門：鍋島徳
恭

小学館

654 9784757609464 歌舞伎評判記集成．第３期　第３巻 役者評判記刊行会 和泉書院

655 9784065189993 市川團十郎代々 服部幸雄 講談社

656 9784757609853 歌舞伎評判記集成．第３期　第４巻 役者評判記刊行会 和泉書院

657 9784831512314
「一谷嫩軍記」の歴史的研究：歌舞伎・上演と演
出

李墨 ぺりかん社

658 9784902437683 隈取：大鳥順一郎押隈コレクション 西村寛子
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ａｒｔ(発売：丸
善出版)

659 9784757603615
歌舞伎囃子方の楽師論的研究：近世上方を中心
として

武内恵美子 和泉書院

660 9784907775636
生と死と再生の舞台：ジョ－ンズ＆シュミットの祝
祭ミュ－ジカル

勝田安彦 カモミ－ル社

661 9784472125034 朗読劇台本集．５ 岡田陽 玉川大学出版部

662 9784324108291
Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｏｂｊｅｃｔｓ，Ｍａｎｉｐ
ｕｌａｔｏ：人形演劇の現在　モノ、モノ遣い、アクタ－

ボイド眞理子
上智大学出版(発売：ぎょ
うせい)

663 9784877143046 転向とドラマトゥルギ－：１９３０年代の劇作家たち 宮岸泰治 影書房

664 9784784501717 戦後演劇：新劇は乗り越えられたか 菅孝行 社会評論社

665 9784065163436
戦禍に生きた演劇人たち：演出家・八田元夫と
「桜隊」の悲劇

堀川惠子 講談社

666 9784560094259 日本新劇全史．第二巻 大笹吉雄 白水社

667 9784585270577 ヨ－ロッパ各地で大当たり剣劇王筒井徳二郎 田中徳一 勉誠出版

668 9784846018986 マダム花子 根岸理子 論創社

669 9784864051088 浅草オペラ舞台芸術と娯楽の近代 杉山千鶴：中野正昭 森話社

670 9784908073267
あゝ浅草オペラ：写真でたどる魅惑の「インチキ」
歌劇

小針侑起
えにし書房(発売：トランス
ビュ－)



671 9784490208078 ヅカファン道 中本千晶 東京堂出版

672 9784490207491
なぜ宝塚歌劇の男役はカッコイイのか：観客を魅
了する「男役」はこうして創られる

中本千晶 東京堂出版

673 9784791761593 水晶の夜、タカラヅカ 岩淵達治 青土社

674 9784492503263 宝塚歌劇団の経営学 森下信雄 東洋経済新報社

675 9784842100746 唐十郎の劇世界 扇田昭彦 右文書院

676 9784434251481 横浜・野毛大道芝居の日々 野毛風太郎 山中企画(発売：星雲社)

677 9784788517080
インプロがひらく〈老い〉の創造性：「くるる即興劇
団」の実践

園部友里恵 新曜社

678 9784861107177
一九四〇年代素人演劇史論：表現活動の教育的
意義

小川史 春風社

679 9784182359293
子どもも保護者も大満足！全員参加の楽しい児
童劇脚本集

日本児童劇作の会 明治図書出版

680 9784654052738
きずなを育てる小学校・全員参加の学級劇・学年
劇傑作脚本集．高学年

日本児童劇作の会：小
川信夫

黎明書房

681 9784654052721
きずなを育てる小学校・全員参加の学級劇・学年
劇傑作脚本集．中学年

日本児童劇作の会：小
川信夫

黎明書房

682 9784654052714
きずなを育てる小学校・全員参加の学級劇・学年
劇傑作脚本集．低学年

日本児童劇作の会：小
川信夫

黎明書房

683 9784472403590 子どもと創る演劇 太宰久夫 玉川大学出版部

684 9784880790930 中学校の少人数劇：短編劇集 河内尚和 青雲書房

685 9784313653788
学芸会・発表会・行事・部活に使える！すっごくも
りあがる児童劇シナリオ

福田哲男 学陽書房

686 9784588080180 韓国仮面劇：その歴史と原理 田耕旭：野村伸一 法政大学出版局

687 9784167911294 人間、やっぱり情でんなぁ 竹本住大夫 文藝春秋

688 9784473041173 文楽の男：初世吉田玉男の世界 吉田玉男：山川静夫 淡交社

689 9784473041166 文楽の女：吉田簑助の世界
吉田簑助（３代目）：山
川静夫

淡交社

690 9784062197731 七世竹本住大夫：私が歩んだ９０年
竹本住大夫（７代目）：
高遠弘美

講談社

691 9784757607453 文楽に親しむ 高木浩志 和泉書院

692 9784062177580 七世竹本住大夫：限りなき藝の道 高遠弘美 講談社

693 9784385410678 文楽ハンドブック 藤田洋 三省堂

694 9784657101020 文楽二十世紀後期の輝き：劇評と文楽考 内山美樹子 早稲田大学出版部



695 9784588300493 日本の人形劇：１８６７－２００７
加藤暁子（人形劇演出
家）

法政大学出版局

696 9784003117620 文楽の研究．続 三宅周太郎 岩波書店

697 9784003117613 文楽の研究 三宅周太郎 岩波書店

698 9784872596748 鴻池幸武文楽批評集成 多田英俊 大阪大学出版会

699 9784840697699 近世演劇の享受と出版 大橋正叔 八木書店

700 9784771032309
地域社会からみた人形劇フェスタ：飯田市民２５０
０人が参加する背景を探る

松崎行代 晃洋書房

701 9784894891739
浙江省舟山の人形芝居：侯家一座と「李三娘（白
兎記）」

馬場英子 風響社

702 9784588010651 映画と経験：クラカウア－、ベンヤミン、アドルノ
ミリアム・ブラトゥ・ハン
セン：竹峰義和

法政大学出版局

703 9784863542181 プロジェクションマッピングの教科書 田中健司 シ－アンドア－ル研究所

704 9784865281620
ＬＯＯＰ映像メディア学：東京藝術大学大学院映像
研究科紀要．ｖｏｌ．７

桂英史：山村浩二
東京藝術大学大学院映
像研究科(発売：左右社)

705 9784480843135
新世紀ゾンビ論：ゾンビとは、あなたであり、わた
しである

藤田直哉 筑摩書房

706 9784802510516
映像作家１００人＋１００：Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｍｏｔｉｏｎ
Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｃ

庄野祐輔：古屋蔵人 ビ－・エヌ・エヌ新社

707 9784757608122
映像メディア論：映画からテレビへ、そして、インタ
－ネットへ

辻泰明 和泉書院

708 9784771027367
映画音楽からゲ－ムオ－ディオへ：映像音響研
究の地平

尾鼻崇 晃洋書房

709 9784480873866 自画像の告白：「私」と「わたし」が出会うとき 森村泰昌 筑摩書房

710 9784796703444 ドゥル－ズ・知覚・イメ－ジ：映像生態学の生成 宇野邦一 せりか書房

711 9784796703338 映像人類学：人類学の新たな実践へ 村尾静二：箭内匡 せりか書房

712 9784791767045
「ＡＶ女優」の社会学：なぜ彼女たちは饒舌に自ら
を語るのか

鈴木涼美 青土社

713 9784000221986 岩波ホ－ルと〈映画の仲間〉
高野悦子（映画運動
家）

岩波書店

714 9784434172090 カフェ放送てれれ人と場をひらく映像表現 下之坊修子
ブイツ－ソリュ－ション(発
売：星雲社)

715 9784762023163 映像社会学の展開：映画をめぐる遊戯とリスク 原田健一 学文社

716 9784588009730 眼に映る世界：映画の存在論についての考察
スタンリ－・カベル：石
原陽一郎

法政大学出版局

717 9784796702850 映像と身体：新しいアレンジメントに向けて 立教大学 せりか書房

718 9784336049896 メディアア－トの世界：実験映像１９６０－２００７ 伊奈新祐 国書刊行会



719 9784771018587 フィルムスタディ－ズ入門：映画を学ぶ楽しみ
ウォ－レン・バックラン
ド：前田茂

晃洋書房

720 9784946553219 デジタルシネマ
デジタルコンテンツ協
議会

米田出版(発売：産業図
書)

721 9784000265171
映像／言説の文化社会学：フィルム・ノワ－ルと
モダニティ

中村秀之 岩波書店

722 9784801003804 映画美学入門 淺沼圭司 水声社

723 9784801003767 リフレクション：ヴィデオ・ア－トの実践的美学 河合政之 水声社

724 9784130101387
スクリ－ン・スタディ－ズ：デジタル時代の映像／
メディア経験

光岡寿郎：大久保遼 東京大学出版会

725 9784862852892
戦時・占領期における映像の生成と反復：メディア
の生み出す社会的記憶

原田健一 知泉書館

726 9784909717023 映画の字幕ナビ 落合寿和 スティングレイ

727 9784883034819
モ－ション・グラフィックスの歴史：アヴァンギャル
ドからアメリカの産業へ

マイケル・ベタンコ－ト：
伊奈新祐

三元社（文京区）

728 9784622073628 映像身体論 宇野邦一 みすず書房

729 9784775401101 映画記号論入門
ロバ－ト・スタム：ロバ
－ト・バ－ゴイン

松柏社

730 9784816921940 映画基本書目：大正・昭和・平成 日外アソシエ－ツ 日外アソシエ－ツ

731 9784816923555 映画賞受賞作品事典．洋画編
スティングレイ：日外ア
ソシエ－ツ

日外アソシエ－ツ

732 9784284200844 世界映画大事典 岩本憲児：奥村賢 日本図書センタ－

733 9784760302246
舶来キネマ作品辞典：日本で戦後（１９４５～１９８
８）に上映された外国映．戦後篇　１

世界映画史研究会
科学書院（板橋区）(発売：
霞ケ関出版)

734 9784582126495 ミュ－ジカル映画事典 重木昭信 平凡社

735 9784816922237 映画の賞事典 日外アソシエ－ツ 日外アソシエ－ツ

736 9784794966285 世界の映画ロケ地大事典
トニ－・リ－ヴス：斎藤
敦子

晶文社

737 9784835455457 実相寺、かく語りき：闇への憧れ　継 実相寺昭雄 復刊ドットコム

738 9784434244827
続・映画のグルメ：映画と食のステキな関係ＰＡＲ
Ｔ２

斉田育秀 五曜書房(発売：星雲社)

739 9784908435003 歩く、見る、待つ：ペドロ・コスタ映画論講義 ペドロ・コスタ：土田環
ソリレス書店(発売：ツバメ
出版流通)

740 9784908435096 エリ－・フォ－ル映画論集１９２０－１９３７
エリ－・フォ－ル：須藤
健太郎

ソリレス書店(発売：ツバメ
出版流通)

741 9784864881326 映画の乳首、絵画の腓：ＡＣ２０１７ 滝本誠 幻戯書房

742 9784130033800
ヴァナキュラ－・モダニズムとしての映像文化：Ｖ
ＥＲＮＡＣＵＬＡＲ　ＭＯＤＥＲＮＩＳＭ　ＩＮ　Ｖ

長谷正人 東京大学出版会



743 9784864051170 映像の境域：ア－トフィルム／ワ－ルドシネマ 金子遊 森話社

744 9784434233845 映画唯物論宣言 三隅繁：丹野達弥 樹花舎(発売：星雲社)

745 9784880654027
映画は文学をあきらめない：ひとつの物語からも
うひとつの物語へ

宮脇俊文 水曜社

746 9784791769742 浜村淳の浜村映画史：名優・名画・名監督 浜村淳：戸田学 青土社

747 9784779170836 スクリ－ンのなかへの旅 立野正裕 彩流社

748 9784797680058 映画と本の意外な関係！ 町山智浩
集英社インタ－ナショナル
(発売：集英社)

749 9784801002067 フレイマ－・フレイムド
Ｔ．ミンハ・トリン：小林
富久子

水声社

750 9784773405026 正義から享楽へ：映画は近代の幻を暴く 宮台真司
ｂｌｕｅｐｒｉｎｔ(発売：垣内出
版)

751 9784779170805 溺れた女：渇愛的偏愛映画論 睡蓮みどり 彩流社

752 9784585270300
ワ－ルドシネマ・スタディ－ズ：世界の「いま」を映
画から考えよう

小長谷有紀：鈴木紀 勉誠出版

753 9784406060677 映画は戦争を凝視する 村瀬広 新日本出版社

754 9784822830304 いつか見た映画館 大林宣彦 七つ森書館

755 9784845628636
映画という《物体Ｘ》：フィルム・ア－カイブの眼で
見た映画

岡田秀則
立東舎(発売：リット－ミュ
－ジック)

756 9784774515939
死を乗り越える映画ガイド：あなたの死生観が変
わる究極の５０本

一条真也 現代書林

757 9784908290220 映画で見えた世界
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

中日映画社(発売：桜雲
社)

758 9784385151120 映画評大全 共同通信社 三省堂

759 9784061385856 下水道映画を探検する 忠田友幸 星海社(発売：講談社)

760 9784393444177 君よ観るや南の島：沖縄映画論 川村湊 春秋社（千代田区）

761 9784801001541 映像ア－トの原点１９６０年代：東京、ニュ－ヨ－ク 飯村隆彦 水声社

762 9784560084779 じっとしている唄 小栗康平 白水社

763 9784895001939 その時、名画があった 玉木研二 牧野出版（京都）

764 9784062196291 映画時評２０１２－２０１４ 蓮実重彦 講談社

765 9784000222945 映画は絵画のように：静止・運動・時間 岡田温司 岩波書店

766 9784896424751 記憶のアラベスク 渡辺淳（評論家） 未知谷



767 9784588010279 目に見えるものの署名：ジェイムソン映画論
フレドリック・ジェイムソ
ン：椎名美智

法政大学出版局

768 9784623065660 映画とテクノロジ－ 塚田幸光 ミネルヴァ書房

769 9784623072200 映画とイデオロギ－ 杉野健太郎 ミネルヴァ書房

770 9784876988754 映画から世界を読む 山本博之 京都大学学術出版会

771 9784003357828 映画とは何か．下
アンドレ・バザン：野崎
歓

岩波書店

772 9784003357811 映画とは何か．上
アンドレ・バザン：野崎
歓

岩波書店

773 9784480430687 加藤泰、映画を語る 加藤泰：山根貞男 筑摩書房

774 9784589035165 映画で学ぶ国際関係．２ 三上貴教 法律文化社

775 9784623064878 交錯する映画：アニメ・映画・文学 杉野健太郎 ミネルヴァ書房

776 9784409100318
イメ－ジの進行形：ソ－シャル時代の映画と映像
文化

渡邉大輔 人文書院

777 9784796703185 ジョナス・メカス：ノ－ト、対話、映画
ジョナス・メカス：木下哲
夫

せりか書房

778 9784041005668 映画道楽 鈴木敏夫
角川書店(発売：ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ)

779 9784480429872 しどろもどろ：映画監督岡本喜八対談集 岡本喜八 筑摩書房

780 9784480429407 映画は父を殺すためにある：通過儀礼という見方 島田裕巳 筑摩書房

781 9784892534720 映画学の道しるべ
牧野守：佐藤洋（映画
学）

文生書院

782 9784623059072 映画とネイション 杉野健太郎 ミネルヴァ書房

783 9784805753378 映像表現の地平
中央大学人文科学研
究所

中央大学出版部

784 9784787272942 映画というテクノロジ－経験 長谷正人 青弓社

785 9784000245029 表象と批評：映画・アニメ－ション・漫画 加藤幹郎 岩波書店

786 9784830111457
近代の終焉：映像・図像・音像から見た２０世紀先
進諸国における時

山口泰司 文化書房博文社

787 9784794967381 現代映画、その歩むところに心せよ 川本三郎 晶文社

788 9784409100264 映像論序説：〈デジタル／アナログ〉を越えて 北野圭介 人文書院

789 9784791764235 映画崩壊前夜 蓮実重彦 青土社

790 9784775401514 ウィンドウ・ショッピング：映画とポストモダン
アン・フリ－ドバ－グ：
井原慶一郎

松柏社



791 9784791764051 恐怖の対談：映画のもっとこわい話 黒沢清 青土社

792 9784582282535
ゆうばり映画祭物語：映画を愛した町、映画に愛
された町

小松沢陽一 平凡社

793 9784791763702 映画のこわい話：黒沢清対談集 黒沢清 青土社

794 9784791763504
日本／映像／米国：共感の共同体と帝国的国民
主義

酒井直樹 青土社

795 9784791762439 現代映画講義 大寺眞輔 青土社

796 9784794925909 シネマディクトＪの誕生 植草甚一 晶文社

797 9784791762095 カレル・チャペックの映画術
カレル・チャペック：田
才益夫

青土社

798 9784794925763 映画はどんどん新しくなってゆく 植草甚一【著】 晶文社

799 9784794925619 いい映画を見に行こう 植草甚一【著】 晶文社

800 9784434035555 戦後史のなかの映画：武井昭夫映画論集 武井昭夫
スペ－ス伽耶(発売：星雲
社)

801 9784434034886
映画のことば、映画の音楽：映画内世界の聴覚
的現実感とは何か

松下正己
いなほ書房(発売：星雲
社)

802 9784794965752
映画の構造分析：ハリウッド映画で学べる現代思
想

内田樹 晶文社

803 9784782801482 映画と表象不可能性 四方田犬彦 産業図書

804 9784788508262 ル・シネマ：映画の歴史と理論
ユセフ・イシャグプ－
ル：三好信子

新曜社

805 9784622070054 画面の誕生 鈴木一誌 みすず書房

806 9784588007361 転倒させる快楽：バフチン，文化批評，映画
ロバ－ト・スタム：浅野
敏夫

法政大学出版局

807 9784403210785 恋の映画誌 山田宏一 新書館

808 9784822818036 映画は千の目をもつ：私の幻想シネマ館 海野弘 七つ森書館

809 9784865282313
ＬＯＯＰ映像メディア学：東京藝術大学大学院映像
研究科紀要．ｖｏｌ．９

桂英史：高山明（医学
博士）

東京藝術大学大学院映
像研究科(発売：左右社)

810 9784845919130
誰も必要としていないかもしれない、映画の可能
性のために：制作、教育、批評

諏訪敦彦 フィルムア－ト社

811 9784787274304
映画館と観客のメディア論：戦前期日本の「映画
を読む／書く」という経験

近藤和都 青弓社

812 9784791772582 映画への不実なる誘い：国籍・演出・歴史 蓮実重彦 青土社

813 9784791772810 陶酔映像論 伊藤俊治 青土社

814 9784480437075 悪魔が憐れむ歌：暗黒映画入門 高橋ヨシキ 筑摩書房



815 9784309291383 淀川長治映画ベスト１０００：決定版 淀川長治：岡田喜一郎 河出書房新社

816 9784336062017 映画論叢．４５ 丹野達弥 国書刊行会

817 9784336061553 映画論叢．４４ 丹野達弥 国書刊行会

818 9784336061157 映画論叢．４３ 丹野達弥 国書刊行会

819 9784843351178 層：映像と表現．ｖｏｌ．９
北海道大学大学院文
学研究科映像表現文
化論

ゆまに書房

820 9784336060679 映画論叢．４２ 丹野達弥 国書刊行会

821 9784336060136 映画論叢．４１ 丹野達弥 国書刊行会

822 9784843349731 層：映像と表現．ｖｏｌ．８ 北海道大学 ゆまに書房

823 9784336059819 映画論叢．４０ 丹野達弥 国書刊行会

824 9784336059376 映画論叢．３９ 丹野達弥 国書刊行会

825 9784336059130 映画論叢．３８ 丹野達弥 国書刊行会

826 9784336058744 映画論叢．３７ 丹野達弥 国書刊行会

827 9784336058249 映画論叢．３６ 丹野達弥 国書刊行会

828 9784336057747 映画論叢．３４ 丹野達弥 国書刊行会

829 9784336057518 映画論叢．３３ 丹野達弥 国書刊行会

830 9784843341964 層：映像と表現．ｖｏｌ．６ 北海道大学 ゆまに書房

831 9784336056795 映画論叢．３２ 丹野達弥 国書刊行会

832 9784336056320 映画論叢．３１ 丹野達弥 国書刊行会

833 9784336055385 映画論叢．３０ 丹野達弥 国書刊行会

834 9784336055088 映画論叢．２９ 丹野達弥 国書刊行会

835 9784336054722 映画論叢．２８ 丹野達弥 国書刊行会

836 9784336054159 映画論叢．２７ 丹野達弥 国書刊行会

837 9784336053749 映画論叢．２６ 丹野達弥 国書刊行会

838 9784336053343 映画論叢．２５ 丹野達弥 国書刊行会



839 9784336052209 映画論叢．２４ 丹野達弥 国書刊行会

840 9784843333785 キネマ週報．第２７巻（補遺　３）
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

841 9784843333778 キネマ週報．第２６巻（補遺　２）
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

842 9784843333761 キネマ週報．第２５巻（補遺　１）
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

843 9784843330111 キネマ週報．別巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

844 9784843330104 キネマ週報．第２４巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

845 9784843330098 キネマ週報．第２３巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

846 9784843330081 キネマ週報．第２２巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

847 9784843330074 キネマ週報．第２１巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

848 9784843330067 キネマ週報．第２０巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

849 9784843330050 キネマ週報．第１９巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

850 9784843330043 キネマ週報．第１８巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

851 9784843330036 キネマ週報．第１７巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

852 9784843330029 キネマ週報．第１６巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

853 9784843330012 キネマ週報．第１５巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

854 9784843330005 キネマ週報．第１４巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

855 9784843329993 キネマ週報．第１３巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

856 9784843329986 キネマ週報．第１２巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

857 9784843329979 キネマ週報．第１１巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

858 9784843329962 キネマ週報．第１０巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

859 9784843329955 キネマ週報．第９巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

860 9784843329948 キネマ週報．第８巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

861 9784843329931 キネマ週報．第７巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

862 9784843329924 キネマ週報．第６巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房



863 9784843329917 キネマ週報．第５巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

864 9784843329900 キネマ週報．第４巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

865 9784843329894 キネマ週報．第３巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

866 9784843329887 キネマ週報．第２巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

867 9784843329870 キネマ週報．第１巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

868 9784843316405 國際映画新聞．別巻（総目次・解説）
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

869 9784843316399 國際映画新聞．第６７巻（第２７９号～第２８２
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

870 9784843316382 國際映画新聞．第６６巻（第２７４号～第２７８
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

871 9784843316375 國際映画新聞．第６５巻（第２７０号～第２７３
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

872 9784843316368 國際映画新聞．第６４巻（第２６５号～第２６９
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

873 9784843316351 國際映画新聞．第６３巻（第２６１号～第２６４
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

874 9784843316344 國際映画新聞．第６２巻（第２５７号～第２６０
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

875 9784843316337 國際映画新聞．第６１巻（第２５２号～第２５６
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

876 9784843316320 國際映画新聞．第６０巻（第２４９号～第２５１
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

877 9784843316313 國際映画新聞．第５９巻（第２４４号～第２４８
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

878 9784843316306 國際映画新聞．第５８巻（第２４０号～第２４３
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

879 9784843315231 國際映画新聞．第５７巻（第２３７号～第２３９
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

880 9784843315224 國際映画新聞．第５６巻（第２３３号～第２３６
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

881 9784843315217 國際映画新聞．第５５巻（第２２８号～第２３２
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

882 9784843315200 國際映画新聞．第５４巻（第２２５号～第２２７
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

883 9784843315194 國際映画新聞．第５３巻（第２２０号～第２２４
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

884 9784843315187 國際映画新聞．第５２巻（第２１６号～第２１９
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

885 9784843315170 國際映画新聞．第５１巻（第２１３号～第２１５
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

886 9784843315163 國際映画新聞．第５０巻（第２０８号～第２１２
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房



887 9784843315156 國際映画新聞．第４９巻（第２０４号～第２０７
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

888 9784843315149 國際映画新聞．第４８巻（第２０２号～第２０３
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

889 9784843315132 國際映画新聞．第４７巻（第１９９号～第２０１
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

890 9784843315125 國際映画新聞．第４６巻（第１９６号～第１９８
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

891 9784843315118 國際映画新聞．第４５巻（第１９２号～第１９５
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

892 9784843315101 國際映画新聞．第４４巻（第１８９号～第１９１
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

893 9784843315095 國際映画新聞．第４３巻（第１８５号～第１８８
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

894 9784843315088 國際映画新聞．第４２巻（第１８１号～第１８４
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

895 9784843315071 國際映画新聞．第４１巻（第１７８号～第１８０
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

896 9784843315064 國際映画新聞．第４０巻（第１７５号～第１７７
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

897 9784843315057 國際映画新聞．第３９巻（第１７１号～第１７４
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

898 9784843315040 國際映画新聞．第３８巻（第１６７号～第１７０
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

899 9784843315033 國際映画新聞．第３７巻（第１６５号～第１６６
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

900 9784843314838 國際映画新聞．第１７巻（第６３号～第６８号
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

901 9784843314821 國際映画新聞．第１６巻（第５８号～第６２号
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

902 9784843314814 國際映画新聞．第１５巻（第５３号～第５７号
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

903 9784843314807 國際映画新聞．第１４巻（第５０号第１輯～第５
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

904 9784843314791 國際映画新聞．第１３巻（第４８号第１輯～第４
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

905 9784843314784 國際映画新聞．第１２巻（第４４号～第４７号
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

906 9784843314777 國際映画新聞．第１１巻（第４１号～第４３号
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

907 9784843314760 國際映画新聞．第１０巻（第３７号～第４０号
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

908 9784843314753 國際映画新聞．第９巻（第３５号～第３６号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

909 9784843314746 國際映画新聞．第８巻（第３２号～第３４号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

910 9784843314739 國際映画新聞．第７巻（第２９号～第３１号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房



911 9784843314722 國際映画新聞．第６巻（第２６号～第２８号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

912 9784843314715 國際映画新聞．第５巻（第２３号～第２５号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

913 9784843314708 國際映画新聞．第４巻（第２０号～第２２号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

914 9784843314692 國際映画新聞．第３巻（第１６号～第１９号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

915 9784843314685 國際映画新聞．第２巻（第１１号～第１５号　昭
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

916 9784843314678 國際映画新聞．第１巻（第１号～第１０号　昭和
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

917 9784843306437 映画旬報．第５１巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

918 9784843306420 映画旬報．第５０巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

919 9784843306413 映画旬報．第４９巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

920 9784843306406 映画旬報．第４８巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

921 9784843306390 映画旬報．第４７巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

922 9784843306383 映画旬報．第４６巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

923 9784843306376 映画旬報．第４５巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

924 9784843306369 映画旬報．第４４巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

925 9784843306352 映画旬報．第４３巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

926 9784843306345 映画旬報．第４２巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

927 9784843310359 映画旬報．第４１巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

928 9784843306321 映画旬報．第４０巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

929 9784843306314 映画旬報．第３９巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

930 9784843306307 映画旬報．第３８巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

931 9784843306291 映画旬報．第３７巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

932 9784843306284 映画旬報．第３６巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

933 9784843306277 映画旬報．第３５巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

934 9784843306260 映画旬報．第３４巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房



935 9784843306253 映画旬報．第３３巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

936 9784843306246 映画旬報．第３２巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

937 9784843306222 日本映画．第３１巻（昭和１９（１９４４） 牧野守 ゆまに書房

938 9784843306215 日本映画．第３０巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

939 9784843306208 日本映画．第２９巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

940 9784843306192 日本映画．第２８巻（昭和１８（１９４３） 牧野守 ゆまに書房

941 9784843306185 日本映画．第２７巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

942 9784843306178 日本映画．第２６巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

943 9784843306161 日本映画．第２５巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

944 9784843306154 日本映画．第２４巻（昭和１７（１９４２） 牧野守 ゆまに書房

945 9784843306147 日本映画．第２３巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

946 9784843306130 日本映画．第２２巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

947 9784843306123 日本映画．第２１巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

948 9784843306109 日本映画．第２０巻（昭和１６（１９４１） 牧野守 ゆまに書房

949 9784843306093 日本映画．第１９巻（昭和１５（１９４０） 牧野守 ゆまに書房

950 9784843306086 日本映画．第１８巻（昭和１５（１９４０） 牧野守 ゆまに書房

951 9784843306079 日本映画．第１７巻（昭和１５（１９４０） 牧野守 ゆまに書房

952 9784843306062 日本映画．第１６巻（昭和１５（１９４０） 牧野守 ゆまに書房

953 9784843306055 日本映画．第１５巻（昭和１４（１９３９） 牧野守 ゆまに書房

954 9784843306048 日本映画．第１４巻（昭和１４（１９３９） 牧野守 ゆまに書房

955 9784843306031 日本映画．第１３巻（昭和１４（１９３９） 牧野守 ゆまに書房

956 9784843306024 日本映画．第１２巻（昭和１４（１９３９） 牧野守 ゆまに書房

957 9784843306017 日本映画．第１１巻（昭和１４（１９３９） 牧野守 ゆまに書房

958 9784843305997 日本映画．第１０巻（昭和１３（１９３８） 牧野守 ゆまに書房



959 9784843305980 日本映画．第９巻（昭和１３（１９３８）年 牧野守 ゆまに書房

960 9784843305973 日本映画．第８巻（昭和１３（１９３８）年 牧野守 ゆまに書房

961 9784843305966 日本映画．第７巻（昭和１３（１９３８）年 牧野守 ゆまに書房

962 9784843305959 日本映画．第６巻（昭和１２（１９３７）年 牧野守 ゆまに書房

963 9784843305942 日本映画．第５巻（昭和１２（１９３７）年 牧野守 ゆまに書房

964 9784843305935 日本映画．第４巻（昭和１２（１９３７）年 牧野守 ゆまに書房

965 9784843305928 日本映画．第３巻（昭和１１（１９３６）年 牧野守 ゆまに書房

966 9784843305911 日本映画．第２巻（昭和１１（１９３６）年 牧野守 ゆまに書房

967 9784843305904 日本映画．第１巻（昭和１１（１９３６）年 牧野守 ゆまに書房

968 9784873764566 映画年鑑．２０１８年版 キネマ旬報社

969 9784873764481 映画年鑑．２０１７年版 キネマ旬報社

970 9784284201834 日本映画年鑑
アサヒグラフ編集部：岩
本憲児

日本図書センタ－

971 9784873764658 映画年鑑．２０１９年版 キネマ旬報社

972 9784873764702 映画年鑑．２０２０年版 キネマ旬報社

973 9784873764757 映画年鑑．２０２１年版 キネマ旬報社

974 9784768476543
山形映画祭を味わう：ドキュメンタリ－が激突する
街

倉田剛 現代書館

975 9784272612291
あきらめない映画：山形国際ドキュメンタリ－映画
祭の日々

山之内悦子 大月書店

976 9784776300687 白組読本 公野勉 風塵社

977 9784791761166 映画の授業：映画美学校の教室から 黒沢清 青土社

978 9784909812070 映画で実践！アカデミック・ライティング
カレン・Ｍ．ゴックシク：
デイブ・モナハン

小鳥遊書房

979 9784329004628 大島渚著作集．第４巻 大島渚：四方田犬彦 現代思潮新社

980 9784329004611 大島渚著作集．第３巻 大島渚：四方田犬彦 現代思潮新社

981 9784329004604 大島渚著作集．第２巻 大島渚：四方田犬彦 現代思潮新社

982 9784329004598 大島渚著作集．第１巻 大島渚：四方田犬彦 現代思潮新社



983 9784843309711
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　３

牧野守 ゆまに書房

984 9784843309704
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

985 9784843309698
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

986 9784843309681
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

987 9784843309674
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

988 9784843309667
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

989 9784843309650
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

990 9784843309643
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

991 9784843309636
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

992 9784843309629
日本映画論言説大系．第３期（活動写真の草創
期）　２

牧野守 ゆまに書房

993 9784843309490
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

994 9784843309483
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

995 9784843309476
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

996 9784843309469
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

997 9784843309452
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

998 9784843309445
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

999 9784843309438
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

1000 9784843309421
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

1001 9784843309414
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

1002 9784843309407
日本映画論言説大系．第１期（戦時下の映画統
制期）

牧野守 ゆまに書房

1003 9784763016232 クエイ兄弟ファントム・ミュ－ジアム
スティ－ブン・クエイ：
ティモシ－・クエイ

求龍堂

1004 9784796703673
日韓インディペンデント映画の形成と発展：映画
産業に対する政府の介入

鄭仁善 せりか書房

1005 9784904049549 映画プロデュ－サ－入門 桝井省志 東京藝術大学出版会

1006 9784756248176
日本ヘラルド映画の仕事：伝説の宣伝術と宣材デ
ザイン

谷川建司：原正人 パイインタ－ナショナル



1007 9784873546414 東洋汽船と映画 松浦章：笹川慶子 関西大学出版部

1008 9784902269895 札幌の映画館〈蠍座〉全仕事 田中次郎 寿郎社

1009 9784864050982 戦後映画の産業空間：資本・娯楽・興行 谷川建司 森話社

1010 9784776300656 コンテンツ製造論 公野勉 風塵社

1011 9784904702598
円山町瀬戸際日誌：名画座シネマヴェ－ラ渋谷
の１０年

内藤篤 羽鳥書店

1012 9784873764108 日本映画の世界進出 掛尾良夫 キネマ旬報社

1013 9784272612260 ミニシアタ－巡礼 代島治彦 大月書店

1014 9784621080603 映像コンテンツ産業とフィルム政策 菅谷実：中村清 丸善出版

1015 9784130634519 表現のビジネス：コンテント制作論 浜野保樹 東京大学出版会

1016 9784873763972 映画・映像産業ビジネス白書．２０１２－２０１３ キネマ旬報社 キネマ旬報社

1017 9784771031029 映画字幕の翻訳学：日本映画と英語字幕 篠原有子 晃洋書房

1018 9784861827327
銀幕發光：中国の映画伝来と上海放映興行の展
開

白井啓介 作品社

1019 9784815809386
映画観客とは何者か：メディアと社会主体の近現
代史

藤木秀朗 名古屋大学出版会

1020 9784898303276 新東宝１９４７－１９６１：創造と冒険の１５年間
ダ－ティ工藤：国際放
映

ワイズ出版

1021 9784771031326 映画館のなかの近代：映画観客の上海史 菅原慶乃 晃洋書房

1022 9784334044480
日本の映画産業を殺すク－ルジャパンマネ－：経
産官僚の暴走と歪められる公文書管理

ヒロ・マスダ 光文社

1023 9784864051491 映画産業史の転換点：経営・継承・メディア戦略 谷川建司 森話社

1024 9784864051521
映画人が語る日本映画史の舞台裏［配給興行
編］

谷川建司 森話社

1025 9784845920167
そして映画館はつづく：あの劇場で見た映画はな
ぜ忘れられないのだろう

フィルムア－ト社 フィルムア－ト社

1026 9784087211665 職業としてのシネマ 〓野てるみ 集英社

1027 9784794225214 天皇と接吻：アメリカ占領下の日本映画検閲 平野共余子 草思社

1028 9784791770595
興行師たちの映画史：エクスプロイテ－ション・フィ
ルム全史

柳下毅一郎 青土社

1029 9784801003002 リメイク映画の創造力 北村匡平：志村三代子 水声社

1030 9784263731802
映画に描かれた疾患と募る想い：安東教授のシ
ネマ回診

安東由喜雄 医歯薬出版



1031 9784924671317 映画時評集成２００４－２０１６ 伊藤洋司 読書人

1032 9784779171017 スクリ－ン横断の旅 立野正裕 彩流社

1033 9784873764542 映画を聴きましょう 細野晴臣 キネマ旬報社

1034 9784906708987 戦う姫、働く少女 河野真太郎 堀之内出版

1035 9784845916399 シネマの大義：廣瀬純映画論集 廣瀬純 フィルムア－ト社

1036 9784908290329 恋愛映画小史 佐藤忠男
中日映画社(発売：桜雲
社)

1037 9784778315863
シネコン映画至上主義：「メルマ旬報」の映画評５
５５

柴尾英令 太田出版

1038 9784755402753
銀幕のキノコ雲：映画はいかに「原子力／核」を
描いてきたか

川村湊 インパクト出版会

1039 9784767822884 ゾンビ最強完全ガイド
ロジャ－・ラックハ－ス
ト：福田篤人

エクスナレッジ

1040 9784779122422 洋ピン映画史：過剰なる「欲望」のむきだし 二階堂卓也 彩流社

1041 9784779122262
ポルノ・ム－ビ－の映像美学：エディソンからアン
ドリュ－・ブレイクまで視線と扇情

長沢均 彩流社

1042 9784344953024 映像と文化：知覚の問いに向かって 日高優
京都造形芸術大学東北
芸術工科大学出版局藝
(発売：幻冬舎)

1043 9784779121579 シネマ・クリティック 栗原好郎 彩流社

1044 9784756246486 ゾンビ映画年代記
オジ－・イングアンソ：
高橋ヨシキ

パイインタ－ナショナル

1045 9784093884259
黒澤明樹海の迷宮：映画「デルス・ウザ－ラ」全記
録１９７１～１９７５

野上照代：ヴラジ－ミ
ル・ニコラエヴィッチ・
ヴァシ－

小学館

1046 9784908290008 喜劇映画論：チャップリンから北野武まで
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

中日映画社(発売：桜雲
社)

1047 9784873545806 越境の映画史 堀潤之：菅原慶乃 関西大学出版部

1048 9784845913077 映画史を学ぶクリティカル・ワ－ズ 村山匡一郎 フィルムア－ト社

1049 9784000256612 列車映画史特別講義：芸術の条件 加藤幹郎 岩波書店

1050 9784871985765 ミステリ映画の大海の中で 小山正 アルファベ－タブックス

1051 9784480094315 ゴダ－ル映画史
ジャン・リュック・ゴダ－
ル：奥村昭夫

筑摩書房

1052 9784896423624 映画の原典を読む：映画芸術《思想化》の歩み 渡辺淳（評論家） 未知谷

1053 9784284800815 映画百年史：写真記録 筈見恒夫
日本ブックエ－ス(発売：
日本図書センタ－)

1054 9784796702966
瓦礫の天使たち：ベンヤミンから〈映画〉の見果て
ぬ夢へ

中村秀之 せりか書房



1055 9784771021372
実験映像の歴史：映画とビデオ：規範的アヴァン
ギャルドから現代英国での映像実践

Ａ．Ｌ．リ－ズ：犬伏雅
一

晃洋書房

1056 9784000256520 歴史叙述としての映画：描かれた奴隷たち
ナタリ－・ゼ－モン・デ
－ヴィス：中条献

岩波書店

1057 9784815805678 フィルム・ア－ト：映画芸術入門
デ－ヴィド・ボ－ドウェ
ル：クリスティン・トンプ
ソン

名古屋大学出版会

1058 9784409100219 映画学的想像力：シネマ・スタディ－ズの冒険 加藤幹郎 人文書院

1059 9784771015241 ワ－ルド・シネマ・ヒストリ－
アンドレア・グロ－ネマ
イヤ－：豊原正智

晃洋書房

1060 9784791760534 黒沢清の恐怖の映画史 黒沢清：篠崎誠 青土社

1061 9784907244354 映画「評論家」未満 重政隆文 阿吽社

1062 9784480873989 映画と芸術と生と：スクリ－ンのなかの画家たち 岡田温司 筑摩書房

1063 9784588603570
支配と抵抗の映像文化：西洋中心主義と他者を
考える

エラ・ショハット：ロバ－
ト・スタム

法政大学出版局

1064 9784801601963 スティ－ヴン・スピルバ－グ 南波克行 宮帯出版社

1065 9784814002139
ＣＵＬＴＵＲＡＬ　ＰＯＬＩＴＩＣＳ　ＡＲＯＵＮＤ　ＥＡＳＴ
ＡＳＩＡＮ　ＣＩＮＥ

須藤遥子：谷川建司 京都大学学術出版会

1066 9784623081516 映画とジェンダ－／エスニシティ 加藤幹郎：塚田幸光 ミネルヴァ書房

1067 9784801602045 ギジェルモ・デル・トロ 大森望 宮帯出版社

1068 9784801602076 大林宣彦 樋口尚文 宮帯出版社

1069 9784873957609 銀幕の中のキリスト教 服部弘一朗 キリスト新聞社

1070 9784861827686 この映画を視ているのは誰か？ 佐々木敦 作品社

1071 9784768311929 時代と作品で読み解く映画ポスタ－の歴史
イアン・ヘイドン・スミ
ス：プレシ南日子

玄光社

1072 9784877144845 映画でみる移民／難民／レイシズム 中村一成 影書房

1073 9784866471051
オ－ドリ－・ヘプバ－ン映画ポスタ－・コレクショ
ン：ポスタ－・ア－トでめぐる世界のオ－ドリ－

井上由一
ＤＵ　ＢＯＯＫＳ(発売：ディ
スクユニオン)

1074 9784864051439 フレ－ムの外へ：現代映画のメディア批判 赤坂太輔 森話社

1075 9784909812216 映画のなかの「北欧」：その虚像と実像 村井誠人：大島美穂 小鳥遊書房

1076 9784864051446 ナチス映画論：ヒトラ－・キッチュ・現代 渋谷哲也：夏目深雪 森話社

1077 9784909483485
血とエロスはいとこ同士：エモ－ショナル・ム－
ヴィ宣言

真魚八重子
Ｐヴァイン(発売：日販ア
イ・ピ－・エス)

1078 9784622088738 映画と黙示録 岡田温司 みすず書房



1079 9784336065377 サイレント映画の黄金時代
ケヴィン・ブラウンロウ：
宮本高晴

国書刊行会

1080 9784779126482 映画と文藝：日本の文豪が表象する映像世界 清水純子 彩流社

1081 9784263731932
映画に描かれた疾患とペ－ソス：安東教授のシネ
マ回診　２

安東由喜雄 医歯薬出版

1082 9784434274381
ヒトラ－もの、ホロコ－ストもの、ナチス映画大全
集：戦後７５年を迎えて

坂和章平
ブイツ－ソリュ－ション(発
売：星雲社)

1083 9784816928284 伝記映画事典：映画解説とビブリオグラフィ
スティングレイ：日外ア
ソシエ－ツ

日外アソシエ－ツ

1084 9784750350448
映画を観ることは社会を知ることだ：「愛と怒りと
闘い」の記録

山田和秋 明石書店

1085 9784845634446 押井守の映画５０年５０本 押井守 リット－ミュ－ジック

1086 9784845919024 ＳＦ映画のタイポグラフィとデザイン
デイヴ・アディ：マッド・
ゾラ－・サイツ

フィルムア－ト社

1087 9784801602403 ジャン＝リュック・ゴダ－ル 佐々木敦 宮帯出版社

1088 9784309291109 アメリカから遠く離れて
瀬川昌久（ジャズ評論
家）：蓮實重彦

河出書房新社

1089 9784334045159 見るレッスン：映画史特別講義 蓮實重彦 光文社

1090 9784907244422 映画「評論家」不満 重政隆文 阿吽社

1091 9784775402733 孤独のキネマ：厳選１０８本＋α 森田健司 松柏社

1092 9784909717047
映画広告図案士桧垣紀六　洋画デザインの軌
跡：題字・ポスタ－・チラシ・新聞広告　集成

桧垣紀六：桜井雄一郎 スティングレイ

1093 9784163913575 映画のメリ－ゴ－ラウンド 川本三郎 文藝春秋

1094 9784771034518 ２４フレ－ムの映画学：映像表現を解体する 北村匡平 晃洋書房

1095 9784898303184 権威なき権威カントク野郎鈴木則文 鈴木則文：小野寺勉 ワイズ出版

1096 9784774406572 ドキュメントゆきゆきて、神軍
原一男：疾走プロダク
ション

皓星社

1097 9784336054845 日本映画時評集成１９９０－１９９９ 山根貞男 国書刊行会

1098 9784902078497 日本におけるフィルムア－カイブ活動史 石原香絵 美学出版

1099 9784815809058
テレビ成長期の日本映画：メディア間交渉のなか
のドラマ

北浦寛之 名古屋大学出版会

1100 9784864051286
リアリズムの幻想：日ソ映画交流史［１９２５－１９
５５］

フィオ－ドロワ・アナス
タシア

森話社

1101 9784906811243 昭和浅草映画地図 丸善出版

1102 9784909544018 〈原作〉の記号学：日本文芸の映画的次元 中村三春 七月社(発売：ＪＲＣ)



1103 9784904855713 北野武映画の暴力 ベ・テス クオン

1104 9784880084732
そっちやない、こっちや：映画監督・柳澤壽男の世
界

岡田秀則：浦辻宏昌 新宿書房

1105 9784779124372 〈越境〉の時代：大衆娯楽映画のなかの「１９６８」 小野沢稔彦 彩流社

1106 9784309255873
伝えておきたい古きよききもののたしなみ：日本
映画に学ぶ

近藤富枝 河出書房新社

1107 9784864881395 旅と女と殺人と：清張映画への招待 上妻祥浩 幻戯書房

1108 9784863291621 反戦映画からの声：あの時代に戻らないために 矢野寛治 弦書房

1109 9784865900576 フカサクを観よ：深作欣二監督全映画ガイド 一坂太郎 青志社

1110 9784779124075 新ゴジラ論：初代ゴジラから『シン・ゴジラ』へ 小野俊太郎 彩流社

1111 9784829507193
黒澤明が描こうとした山本五十六：映画「トラ・ト
ラ・トラ！」制作の真実

谷光太郎 芙蓉書房出版

1112 9784861826511
スタ－女優の文化社会学：戦後日本が欲望した
聖女と魔女

北村匡平 作品社

1113 9784774406381 望郷の小津安二郎 登重樹 皓星社

1114 9784865650952 精読小津安二郎：死の影の下に 中澤千磨夫 言視舎

1115 9784561510970
成城映画散歩：あの名画も、この傑作も、みな東
宝映画誕生の地・成城

高田雅彦 白桃書房

1116 9784106038082 「男はつらいよ」を旅する 川本三郎 新潮社

1117 9784329100061 日本映画は信頼できるか 四方田犬彦 現代思潮新社

1118 9784905447788 小栗康平コレクション：Ｂｌｕ－ｒａｙ＋ＢＯＯＫ．別巻 駒草出版

1119 9784898303061 日活１９７１－１９８８：撮影所が育んだ才能たち
ワイズ出版編集部：日
活株式会社

ワイズ出版

1120 9784582282641
『新しき土』の真実：戦前日本の映画輸出と狂乱
の時代

瀬川裕司 平凡社

1121 9784000283816 特攻隊映画の系譜学：敗戦日本の哀悼劇 中村秀之 岩波書店

1122 9784875024828
ゴジラ幻論：日本産怪獣類の一般と個別の博物
誌

倉谷滋 工作舎

1123 9784480434272 小津映画粋な日本語 中村明 筑摩書房

1124 9784861826122 シン・ゴジラ論 藤田直哉 作品社

1125 9784000222952 映画監督小林正樹 小笠原清：梶山弘子 岩波書店

1126 9784865980240
実相寺昭雄才気の伽藍：鬼才映画監督の生涯と
作品

樋口尚文 アルファベ－タブックス



1127 9784480097668 監督小津安二郎 蓮実重彦 筑摩書房

1128 9784908073328
ゴジラは円谷英二である：航空教育資料製作所
秘史

指田文夫
えにし書房(発売：トランス
ビュ－)

1129 9784864051002 霊と現身：日本映画における対立の美学 ツヴィカ・セルペル 森話社

1130 9784622085515 映画の声：戦後日本映画と私たち 御園生涼子 みすず書房

1131 9784905447702 小栗康平コレクション：ＤＶＤ＋ＢＯＯＫ．５ 小栗康平：前田英樹 駒草出版

1132 9784779170768 百萬両の女喜代三 小野公宇一 彩流社

1133 9784843343890 マキノ．第２８巻 富田美香 ゆまに書房

1134 9784843343883 マキノ．第２７巻 富田美香 ゆまに書房

1135 9784843343876 マキノ．第２６巻 富田美香 ゆまに書房

1136 9784843343869 マキノ．第２５巻 富田美香 ゆまに書房

1137 9784843343852 マキノ．第２４巻 富田美香 ゆまに書房

1138 9784843343845 マキノ．第２３巻 富田美香 ゆまに書房

1139 9784591151440 黒澤明の映画入門 都築政昭 ポプラ社

1140 9784865980196 ゴジラ映画音楽ヒストリア１９５４－２０１６ 小林淳 アルファベ－タブックス

1141 9784166610877 鬼才五社英雄の生涯 春日太一 文藝春秋

1142 9784634150942
「世界のクロサワ」をプロデュ－スした男本木荘二
郎

鈴木義昭 山川出版社（千代田区）

1143 9784106106774 ゴジラとエヴァンゲリオン 長山靖生 新潮社

1144 9784642016544
「時代映画」の誕生：講談・小説・剣劇から時代劇
へ

岩本憲児 吉川弘文館

1145 9784905447580 小栗康平コレクション：ＤＶＤ＋ＢＯＯＫ．４ 小栗康平：前田英樹 駒草出版

1146 9784787968296 ゴジラ傳：怪獣ゴジラの文藝学 志水義夫 新典社

1147 9784130830690 日中映画交流史 劉文兵 東京大学出版会

1148 9784843349397 日本映画研究へのガイドブック
マ－ク・ノ－ネス：ア－
ロン・ジェロ－

ゆまに書房

1149 9784903908762 映画を撮りながら考えたこと 是枝裕和 ミシマ社

1150 9784873764412 映画の黄金時代：銀幕のスタ－たちは語る
キネマ旬報社：山本恭
子

キネマ旬報社



1151 9784843349380 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第３４巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1152 9784843349373 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第３３巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1153 9784843349366 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第３２巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1154 9784843349359 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第３１巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1155 9784843349342 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第３０巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1156 9784588420177 溝口健二論：映画の美学と政治学 木下千花 法政大学出版局

1157 9784892194115
映画監督小津安二郎の軌跡：芸術家として、認識
者として

竹林出 風涛社

1158 9784905447573 小栗康平コレクション：ＤＶＤ＋ＢＯＯＫ．３ 小栗康平：前田英樹 駒草出版

1159 9784864050937 日本映画におけるテクスト連関：比較映画史研究 山本喜久男：奥村賢 森話社

1160 9784622079972 映画女優若尾文子 四方田犬彦：斉藤綾子 みすず書房

1161 9784778315139
痴女の誕生：アダルトメディアは女性をどう描いて
きたのか

安田理央 太田出版

1162 9784864050920 映画と文学交響する想像力 中村三春 森話社

1163 9784103400110 原節子の真実 石井妙子 新潮社

1164 9784907497033
日常と不在を見つめて：ドキュメンタリ－映画作家
佐藤真の哲学

佐藤真：里山社
里山社(発売：トランスビュ
－)

1165 9784905447566 小栗康平コレクション：ＤＶＤ＋ＢＯＯＫ．２ 小栗康平：前田英樹 駒草出版

1166 9784336054838 日本映画時評集成．１９７６－１９８９ 山根貞男 国書刊行会

1167 9784041026175 角川映画：１９７６－１９８６ 中川右介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

1168 9784639024101
日本映画の大衆的想像力：《幕末》と《股旅》の相
関史

羽鳥隆英 雄山閣

1169 9784843349335 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２９巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1170 9784843349328 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２８巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1171 9784843349311 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２７巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1172 9784843349304 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２６巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1173 9784334038977 健さんと文太：映画プロデュ－サ－の仕事論 日下部五朗 光文社

1174 9784864050869 日本映画の海外進出：文化戦略の歴史 岩本憲児 森話社



1175 9784864050845 忠臣蔵映画と日本人：〈雪〉と〈桜〉の美学 小松宰 森話社

1176 9784905447559 小栗康平コレクション：ＤＶＤ＋ＢＯＯＫ．１ 小栗康平：前田英樹 駒草出版

1177 9784106106446 市川崑と『犬神家の一族』 春日太一 新潮社

1178 9784775402214 『東京物語』と日本人 小野俊太郎 松柏社

1179 9784898302958
映画的な、あまりに映画的な日本映画について私
が学んだ二、三の事柄．１

山田宏一 ワイズ出版

1180 9784480432896
「小津安二郎日記」を読む：無常とたわむれた巨
匠

都築政昭 筑摩書房

1181 9784865980042 岡本喜八の全映画 小林淳 アルファベ－タブックス

1182 9784843347263 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２５巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1183 9784843347256 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２４巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1184 9784843347249 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２３巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1185 9784843347232 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２２巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1186 9784843347225 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２１巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1187 9784750514581 黒澤明と三船敏郎
ステュア－ト・ガルブレ
イス：櫻井英里子

亜紀書房

1188 9784272612321 伊丹万作とその系譜：異才たちの日本映画史 吉村英夫 大月書店

1189 9784906811151 映画のなかの御茶ノ水 中村実男
明治大学出版会(発売：丸
善出版)

1190 9784865980035 本多猪四郎の映画史 小林淳 アルファベ－タブックス

1191 9784908073137
小津安二郎の悔恨：帝都のモダニズムと戦争の
傷跡

指田文夫
えにし書房(発売：トランス
ビュ－)

1192 9784779121586
性と検閲：日本とフランスの映画検閲と女性監督
の性表現

園山水郷 彩流社

1193 9784898302910 若尾文子：“宿命の女”なればこそ 若尾文子：立花珠樹 ワイズ出版

1194 9784062195423 スタアのいた季節：わが青春の大映回顧録 中島賢 講談社

1195 9784843347218 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２０巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1196 9784843347201 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１９巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1197 9784843347195 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１８巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1198 9784843347188 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１７巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房



1199 9784843347171 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１６巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1200 9784843347164 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１５巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1201 9784843347157 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１４巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1202 9784908290039 映画で日本を考える
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

中日映画社(発売：桜雲
社)

1203 9784883033812 ゴジラ論ノ－ト：怪獣論の知識社会学 ましこひでのり 三元社（文京区）

1204 9784480873835 縛師：日活ロマンポルノＳＭドラマの現場 浦戸宏 筑摩書房

1205 9784843343838 マキノ．第２２巻 富田美香 ゆまに書房

1206 9784843343821 マキノ．第２１巻 富田美香 ゆまに書房

1207 9784843343814 マキノ．第２０巻 富田美香 ゆまに書房

1208 9784843343807 マキノ．第１９巻 富田美香 ゆまに書房

1209 9784843343791 マキノ．第１８巻 富田美香 ゆまに書房

1210 9784843343784 マキノ．第１７巻 富田美香 ゆまに書房

1211 9784843343777 マキノ．第１６巻 富田美香 ゆまに書房

1212 9784843343760 マキノ．第１５巻 富田美香 ゆまに書房

1213 9784843343753 マキノ．第１４巻 富田美香 ゆまに書房

1214 9784875864301 百年の風貌：新藤監督との対話 小野民樹 芸術新聞社

1215 9784562051335 少女ヒ－ロ－読本 早見慎司 原書房

1216 9784843347140 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１３巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1217 9784843347133 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１２巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1218 9784843347126 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１１巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1219 9784843347119 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１０巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1220 9784000244770 敗者の身ぶり：ポスト占領期の日本映画 中村秀之 岩波書店

1221 9784087207521 日本映画史１１０年 四方田犬彦 集英社

1222 9784843343746 マキノ．第１３巻 富田美香 ゆまに書房



1223 9784843343739 マキノ．第１２巻 富田美香 ゆまに書房

1224 9784843343722 マキノ．第１１巻 富田美香 ゆまに書房

1225 9784843343715 マキノ．第１０巻 富田美香 ゆまに書房

1226 9784843343708 マキノ．第９巻 富田美香 ゆまに書房

1227 9784843343692 マキノ．第８巻 富田美香 ゆまに書房

1228 9784843343685 マキノ．第７巻 富田美香 ゆまに書房

1229 9784843343579 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第７巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1230 9784843343593 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第９巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1231 9784843343586 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第８巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1232 9784843343562 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第６巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1233 9784843343555 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第５巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1234 9784416614945
映画監督への道：４０人が語る監督になるための
発想と技法

泊貴洋 誠文堂新光社

1235 9784843343548 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第４巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1236 9784843343531 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第３巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1237 9784843343524 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第２巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1238 9784843343517 映画公社旧蔵戦時統制下映画資料集．第１巻
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

ゆまに書房

1239 9784843343340 マキノ．第６巻 富田美香 ゆまに書房

1240 9784843343333 マキノ．第５巻 富田美香 ゆまに書房

1241 9784843343326 マキノ．第４巻 富田美香 ゆまに書房

1242 9784843343319 マキノ．第３巻 富田美香 ゆまに書房

1243 9784843343302 マキノ．第２巻 富田美香 ゆまに書房

1244 9784843343296 マキノ．第１巻 富田美香 ゆまに書房

1245 9784639022909 まぼろしの花：花ノ本寿写真集
「まぼろしの花」編纂委
員会：日本舞踊花ノ本
流

雄山閣

1246 9784272330812
自衛隊協力映画：『今日もわれ大空にあり』から
『名探偵コナン』まで

須藤遥子 大月書店



1247 9784284103978
新聞に見る初期日本映画史：名古屋という地域
性をめぐって

小林貞弘
学術出版会(発売：日本図
書センタ－)

1248 9784760142248
ポスト活字の考古学：「活映」のメディア史１９１１
－１９５８

赤上裕幸 柏書房

1249 9784006022167 小津安二郎周游．下 田中眞澄 岩波書店

1250 9784006022150 小津安二郎周游．上 田中眞澄 岩波書店

1251 9784787273246 「戦後」日本映画論：一九五〇年代を読む
ミツヨ・ワダ・マルシアー
ノ【著】

青弓社

1252 9784130802161 映画と国民国家：１９３０年代松竹メロドラマ映画 御園生涼子 東京大学出版会

1253 9784778313159 映画を穫る：ドキュメンタリ－の至福を求めて 小川紳介：山根貞男 太田出版

1254 9784846011321 黒澤明ｖｓ．本木荘二郎：それは春の日の花と輝く 藤川黎一 論創社

1255 9784336054821 日本映画時評集成．２０００－２０１０ 山根貞男 国書刊行会

1256 9784873763873 現代日本映画人名事典．男優篇 キネマ旬報社 キネマ旬報社

1257 9784000242851 日本短編映像史：文化映画・教育映画・産業映画 吉原順平 岩波書店

1258 9784000242837
日本映画論１９３３－２００７：テクストとコンテクス
ト

加藤幹郎 岩波書店

1259 9784864050296 日本映画の誕生 岩本憲児 森話社

1260 9784873763750 現代日本映画人名事典．女優篇 キネマ旬報社 キネマ旬報社

1261 9784560081488 新藤兼人伝：未完の日本映画史 小野民樹 白水社

1262 9784864050265 横断する映画と文学 十重田裕一 森話社

1263 9784336054043
グッドモ－ニング、ゴジラ：監督本多猪四郎と撮影
所の時代

樋口尚文 国書刊行会

1264 9784816923104 全国映画ドラマロケ地事典 日外アソシエ－ツ 日外アソシエ－ツ

1265 9784816923128 映画賞受賞作品事典．邦画編
スティングレイ：日外ア
ソシエ－ツ

日外アソシエ－ツ

1266 9784087205909 証言日中映画人交流 劉文兵 集英社

1267 9784864050203 観客へのアプロ－チ 藤木秀朗 森話社

1268 9784796703024
映像のコスモポリティクス：グロ－バル化と日本、
そして映画産業

テヅカヨシハル せりか書房

1269 9784642038027
「帝国」の映画監督坂根田鶴子：『開拓の花嫁』・
一九四三年・満映

池川玲子 吉川弘文館

1270 9784000283984 日本映画は生きている．第８巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店



1271 9784757142619 帝国の残影：兵士・小津安二郎の昭和史 與那覇潤 ＮＴＴ出版

1272 9784815806576 デジタル時代の日本映画：新しい映画のために
ミツヨ・ワダ・マルシア
－ノ

名古屋大学出版会

1273 9784000283977 日本映画は生きている．第７巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店

1274 9784000283953 日本映画は生きている．第５巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店

1275 9784000283946 日本映画は生きている．第４巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店

1276 9784791107506
黒澤明の精神病理：映画、自伝、自殺未遂、恋愛
事件から解き明かされた心

柏瀬宏隆：加藤信 星和書店

1277 9784000283939 日本映画は生きている．第３巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店

1278 9784864050142 映画のなかの古典芸能 神山彰：児玉竜一 森話社

1279 9784434148347 映画黄金期の思い出：私の交友録 守安正 五曜書房(発売：星雲社)

1280 9784000283922 日本映画は生きている．第２巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店

1281 9784409100271 ポスト満洲映画論：日中映画往還 四方田犬彦：晏に 人文書院

1282 9784000283915 日本映画は生きている．第１巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店

1283 9784000283960 日本映画は生きている．第６巻 黒沢清：四方田犬彦 岩波書店

1284 9784062155755 大系黒澤明．第１巻 黒沢明：浜野保樹 講談社

1285 9784815806040 ニッポン・モダン：日本映画１９２０・３０年代
ミツヨ・ワダ・マルシア
－ノ

名古屋大学出版会

1286 9784000242547 日本映画と戦後の神話 四方田犬彦 岩波書店

1287 9784916087799 映画のなかの天皇：禁断の肖像 岩本憲児 森話社

1288 9784816920745 日本映画原作事典
スティングレイ：日外ア
ソシエ－ツ

日外アソシエ－ツ

1289 9784794216441
映画の中の昭和３０年代：成瀬巳喜男が描いたあ
の時代と生活

片岡義男 草思社

1290 9784815805739
増殖するペルソナ：映画スタ－ダムの成立と日本
近代

藤木秀朗 名古屋大学出版会

1291 9784790712909 映画で日本文化を学ぶ人のために 窪田守弘 世界思想社

1292 9784409100226 木下恵介の世界：愛の痛みの美学 佐々木徹 人文書院

1293 9784790712367 「殺陣」という文化：チャンバラ時代劇映画を探る 小川順子 世界思想社

1294 9784000230179 作劇術 新藤兼人 岩波書店



1295 9784284200097 戦時下映画資料：映画年鑑昭和１８・１９・２０年
東京国立近代美術館
フィルムセンタ－

日本図書センタ－

1296 9784776802372 日本映画史の展開：小津作品を中心に 富士田元彦 本阿弥書店

1297 9784879952943 小津安二郎の家：持続と浸透 前田英樹 書肆山田

1298 9784916087539
映像表現のオルタナティヴ：一九六〇年代の逸脱
と創造

西嶋憲生 森話社

1299 9784760303335 日本映画人名辞典．スタッフ篇 日本映画史研究会
科学書院（板橋区）(発売：
霞ケ関出版)

1300 9784760303328 日本映画人名辞典．俳優篇 日本映画史研究会
科学書院（板橋区）(発売：
霞ケ関出版)

1301 9784532164928 「李香蘭」を生きて：私の履歴書 山口淑子
日経ＢＰＭ（日本経済新聞
出版本部）

1302 9784336046123 日本映画人改名・別称事典 永田哲朗 国書刊行会

1303 9784657049193 黒澤明をめぐる１２人の狂詩曲 岩本憲児 早稲田大学出版部

1304 9784022598530
小津安二郎：生誕１００年記念「Ｏｚｕ　２００３」の
記録

蓮実重彦：山根貞男 朝日新聞出版

1305 9784336046079 小津安二郎と２０世紀 千葉伸夫 国書刊行会

1306 9784480873415 監督小津安二郎 蓮実重彦 筑摩書房

1307 9784403250712
映画監督ベスト１０１：Ｃｉｎｅｍａ　ｈａｎｄｂｏｏｋ．日
本篇

川本三郎 新書館

1308 9784791760473 小津安二郎：映画の詩学
デ－ヴィド・ボ－ドウェ
ル：杉山昭夫

青土社

1309 9784820595731 鈴木清順：けんかえれじい 鈴木清順 日本図書センタ－

1310 9784829503225 映画に見る東アジアの近代 田中秀雄 芙蓉書房出版

1311 9784898301388 日本映画音楽の巨星たち．３ 小林淳 ワイズ出版

1312 9784622042693 小津安二郎のほうへ：モダニズム映画史論 田中眞澄 みすず書房

1313 9784898303238 映画監督市川準：追憶・少女・東京 市川準：倉田剛 ワイズ出版

1314 9784866470764 映画監督佐藤純彌：映画よ憤怒の河を渉れ 佐藤純彌：野村正昭
ＤＵ　ＢＯＯＫＳ(発売：ディ
スクユニオン)

1315 9784898303252 偽善への挑戦：映画監督川島雄三 カワシマクラブ ワイズ出版

1316 9784864881654 黒沢清、映画のアレゴリ－ 阿部嘉昭 幻戯書房

1317 9784872596700
アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ：Ｎ
ｕｃｌｅａｒ　Ｍｏｎｓｔｅｒｓ　Ｔｒａｎｓｃｅｎ

池田淑子：グレゴリ－・
Ｍ．フル－グフェルダ－

大阪大学出版会

1318 9784334787622 新編・ロマンポルノの時代 寺脇研 光文社



1319 9784815809515 影の美学：日本映画と照明 宮尾大輔：笹川慶子 名古屋大学出版会

1320 9784130802215 暁のア－カイヴ：戦後日本映画の歴史的経験 中村秀之 東京大学出版会

1321 9784864051408 戦時下の映画：日本・東アジア・ドイツ 岩本憲児：晏〓 森話社

1322 9784866470993 デビュ－作の風景：日本映画監督７７人の青春 野村正昭：宮崎祐治
ＤＵ　ＢＯＯＫＳ(発売：ディ
スクユニオン)

1323 9784898303306 リアルの追求　映画監督小澤啓一 小澤啓一：千葉慶 ワイズ出版

1324 9784865651577 小津の汽車が走る時：続・精読小津安二郎 中澤千磨夫 言視舎

1325 9784797680430 怪獣生物学入門 倉谷滋
集英社インタ－ナショナル
(発売：集英社)

1326 9784866700618
戦後映倫関係資料集第２回配本（全３巻セット）：
第４巻～第６巻

中村秀之 クレス出版

1327 9784336065438
旅する黒澤明：国立映画ア－カイブ開館記念　〓
田寿文ポスタ－・コレ

国立映画ア－カイブ 国書刊行会

1328 9784864051460 監督成瀬巳喜男：全作品と生涯 千葉伸夫 森話社

1329 9784622089216 小津安二郎と戦争 田中眞澄 みすず書房

1330 9784898303344 映画の匠　野村芳太郎 野村芳太郎：小林淳 ワイズ出版

1331 9784166612727 日本の戦争映画 春日太一 文藝春秋

1332 9784861828249 鈴木清順論：影なき声、声なき影 上島春彦 作品社

1333 9784815810023 小津映画の日常：戦争をまたぐ歴史のなかで 朱宇正 名古屋大学出版会

1334 9784336070609 映画『羅生門』展：公開７０周年記念
国立映画ア－カイブ：
映像産業振興機構

国書刊行会

1335 9784845635412 Ａ　ＭＯＶＩＥ　大林宣彦、全自作を語る 大林宣彦
立東舎(発売：リット－ミュ
－ジック)

1336 9784801005105 渋谷実巨匠にして異端 志村三代子：角尾宣信 水声社

1337 9784622089551 小津安二郎「東京物語」ほか 小津安二郎：田中眞澄 みすず書房

1338 9784907986643 活動写真弁史：映画に魂を吹き込む人びと 片岡一郎
共和国(発売：トランスビュ
－)

1339 9784309291130 岩井俊二：『Ｌｏｖｅ　Ｌｅｔｔｅｒ』から『ラストレタ－』、そ 夏目深雪 河出書房新社

1340 9784589041067
日本映画にみるエイジズム：高齢者ステレオタイ
プとその変遷

朴〓彬 法律文化社

1341 9784846020033 黒澤明の映画喧々囂々：同時代批評を読む 岩本憲児 論創社

1342 9784778317362
牧野守　在野の映画学：戦時下・戦後映画人との
対話

近藤和都：森田のり子 太田出版



1343 9784336065629 血湧き肉躍る任侠映画 永田哲朗 国書刊行会

1344 9784864051552
映画人が語る日本映画史の舞台裏［撮影現場
編］

谷川建司 森話社

1345 9784801005358
都会喜劇と戦後民主主義：占領期の日本映画に
おける和製ロマンティック・コメデ

具眠婀 水声社

1346 9784866471075
秋山邦晴の日本映画音楽史を形作る人々／アニ
メ－ション映画の系譜：マエストロたちはどのよう
に映画の音をつくってきたの

秋山邦晴：高崎俊夫
ＤＵ　ＢＯＯＫＳ(発売：ディ
スクユニオン)

1347 9784864051576
日本の〈メロドラマ〉映画：撮影所時代のジャンル
と作品

河野真理江 森話社

1348 9784801005518 団地映画論：居住空間イメ－ジの戦後史 今井瞳良 水声社

1349 9784756254306 ＧＯＤＺＩＬＬＡ：Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｆｏｒｍａｔｉｖｅ　Ａｒｔｓ 岸川靖：中本那由子 パイインタ－ナショナル

1350 9784000614658
岸惠子自伝：卵を割らなければ、オムレツは食べ
られない

岸惠子 岩波書店

1351 9784779170775 大阪「映画」事始め 武部好伸 彩流社

1352 9784861821721 沖縄映画論 四方田犬彦：大嶺沙和 作品社

1353 9784130860505
トランス／ナショナルアクション映画：冷戦期東ア
ジアの男性身体・暴力・マ－ケット

李英載 東京大学出版会

1354 9784861823770 アジア映画の森：新世紀の映画地図 夏目深雪：佐野亨 作品社

1355 9784582282559 私はなぜアジアの映画を見つづけるか
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

平凡社

1356 9784878935398 アジア映画 四方田犬彦 作品社

1357 9784750344676 韓国映画１００年史
鄭〔ジョン〕樺：野崎充
彦

明石書店

1358 9784334039004
韓流スタ－と兵役：あの人は軍隊でどう生きるの
か

康煕奉 光文社

1359 9784863291287 林権澤は語る：映画・パンソリ・時代
林権澤：福岡ユネスコ
協会

弦書房

1360 9784768476598
朝鮮民主主義人民共和国映画史：建国から現在
までの全記録

門間貴志 現代書館

1361 9784000220651 アン・ソンギ：韓国「国民俳優」の肖像 村山俊夫 岩波書店

1362 9784768478226 韓国映画躍進の秘策：韓日文化交流の新時代 金鍾文：村山匡一郎 パンドラ(発売：現代書館)

1363 9784863291881
日本統治下の朝鮮シネマ群像：戦争と近代の同
時代史

下川正晴 弦書房

1364 9784904855935 韓国映画１００選
韓国映像資料院：桑畑
優香

クオン

1365 9784620326337 ポン・ジュノ韓国映画の怪物 下川正晴 毎日新聞出版

1366 9784309256665
ポン・ジュノ映画術：『ほえる犬は噛まない』から
『パラサイト半地下の家族

イ・ドンジン：関谷敦子 河出書房新社



1367 9784794969378 映画と歩む、新世紀の中国 多田麻美 晶文社

1368 9784478068281 永遠の少年：ジャッキ－・チェン自伝
ジャッキ－・チェン：朱
墨

楓書店(発売：ダイヤモン
ド社)

1369 9784585221234 甘粕正彦と李香蘭：満映という舞台 小林英夫（アジア経済） 勉誠出版

1370 9784843339190 満洲映画．８ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1371 9784843339107 満洲映画．７ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1372 9784843339091 満洲映画．６ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1373 9784843339084 満洲映画．５ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1374 9784000238762
中国映画の熱狂的黄金期：改革開放時代におけ
る大衆文化のうねり

劉文兵 岩波書店

1375 9784843339077 満洲映画．４ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1376 9784843339060 満洲映画．３ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1377 9784843339053 満洲映画．２ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1378 9784843339046 満洲映画．１ 上田学：鈴木直子 ゆまに書房

1379 9784906811021 中国・台湾・香港映画のなかの日本 林ひふみ
明治大学出版会(発売：丸
善出版)

1380 9784000240284
「帝国」と「祖国」のはざま：植民地期台湾映画人
の交渉と越境

三澤真美恵 岩波書店

1381 9784469233117 中国映画のみかた 応雄 大修館書店

1382 9784771020207 台湾映画：台湾の歴史・社会を知る窓口 小山三郎 晃洋書房

1383 9784894894037
人類学者、台湾映画を観る：魏徳聖三部作「海角
七号」・「セデック・バレ」・「Ｋ

沼崎一郎 風響社

1384 9784480435989 ブル－ス・リ－：李小龍の栄光と孤独 四方田犬彦 筑摩書房

1385 9784865651980 香港映画１００の情景：輝く世界と自由な記憶 林加奈子：美山恵子 言視舎

1386 9784845916177
アピチャッポン・ウィ－ラセタクン：光と記憶のア－
ティスト

夏目深雪：金子遊 フィルムア－ト社

1387 9784309277950 アピチャッポン・ウィ－ラセタクン亡霊たち
アピチャッポン・ウィ－
ラセタクン：東京都写真
美術館

河出書房新社

1388 9784924914544 シンガポ－ルの光と影：この国の映画監督たち 盛田茂 インタ－ブックス

1389 9784894891272
インディペンデント映画の逆襲：フィリピン映画と
自画像の構築

鈴木勉（フィリピン文化
研究）

風響社

1390 9784910502007 新たなるインド映画の世界 安宅直子：浦川留 ＰＩＣＫ　ＵＰ　ＰＲＥＳＳ



1391 9784879842282 映画の明らかさ：アッバス・キアロスタミ
ジャン・リュック・ナンシ
－：上田和彦

松籟社

1392 9784896425482
グルジア映画への旅：映画の王国ジョ－ジアの人
と文化をたずねて

はらだたけひで 未知谷

1393 9784336057846 ヨ－ロッパを知る５０の映画．続 狩野良規 国書刊行会

1394 9784336057839 ヨ－ロッパを知る５０の映画 狩野良規 国書刊行会

1395 9784102185049 チャップリン自伝：栄光と波瀾の日々
チャ－ルズ・スペンサ
－・チャップリン：中里
京子

新潮社

1396 9784122064010 チャップリン：作品とその生涯 大野裕之 中央公論新社

1397 9784102185032 チャップリン自伝：若き日々 チャップリン：中里京子 新潮社

1398 9784152096616
モンティ・パイソンができるまで：ジョン・クリ－ズ自
伝

ジョン・クリ－ズ：安原
和見

早川書房

1399 9784588410314
生と死のケルト美学：アイルランド映画に読むヨ－
ロッパ文化の古層

桑島秀樹 法政大学出版局

1400 9784000238861
チャップリンとヒトラ－：メディアとイメ－ジの世界
大戦

大野裕之 岩波書店

1401 9784623064786
ブリティッシュ・ニュ－・ウェイヴの映像学：イギリ
ス映画と社会的リアリズムの系譜学

佐藤元状 ミネルヴァ書房

1402 9784062727761 ジェ－ムズ・ボンド「本物の男」２５の金言 田窪寿保 講談社

1403 9784324088678
ポスト・ヘリテ－ジ映画：サッチャリズムの英国と
帝国アメリカ

大谷伴子：松本朗（英
文学）

上智大学出版(発売：ぎょ
うせい)

1404 9784336046727 スクリ－ンの中に英国が見える 狩野良規 国書刊行会

1405 9784336059949 チェコスロヴァキア・ヌ－ヴェルヴァ－グ 国書刊行会

1406 9784801001398 ミヒャエル・ハネケの映画術：彼自身によるハネケ
ミヒャエル・ハネケ：ミ
シェル・スィユタ

水声社

1407 9784907986100 ドイツ映画零年 渋谷哲也
共和国(発売：トランスビュ
－)

1408 9784861866524
アンジェイ・ワイダ：フォ－ラム・ポ－ランド２０１４
年会議録

関口時正：田口雅弘 ふくろう出版

1409 9784336059086 ルビッチ・タッチ
ハ－マン・Ｇ．ワインバ
－グ：宮本高晴

国書刊行会

1410 9784560082812
ヒトラ－が寵愛した銀幕の女王：寒い国から来た
女優オリガ・チェ－ホワ

アントニ－・ビ－ヴァ
－：山崎博康

白水社

1411 9784314010689 イエジ－・スコリモフスキ 遠山純生 紀伊國屋書店

1412 9784791760459 映画都市ウィ－ンの光芒：オ－ストリア映画全史 瀬川裕司 青土社

1413 9784791759910 レ－ニ・リ－フェンシュタ－ル美の誘惑者
ライナ－・ロ－タ－：瀬
川裕司

青土社

1414 9784862657237 東ドイツ映画：デ－ファと映画史
ゼバスティアン・ハイ
ドゥシュケ：山本佳樹

鳥影社



1415 9784906811298
物語としてのドイツ映画史：ドイツ映画の１０の相
貌

瀬川裕司
明治大学出版会(発売：丸
善出版)

1416 9784845630868
シネマ・アンシャンテ：ジャック・ドゥミ＋ミシェル・ル
グラン

山田宏一：濱田〓志
立東舎(発売：リット－ミュ
－ジック)

1417 9784787273987
科学者の網膜：身体をめぐる映像技術論：１８８０
－１９１０

増田展大 青弓社

1418 9784409030929 パタゴニアの野兎ランズマン回想録．下
クロ－ド・ランズマン：中
原毅志

人文書院

1419 9784409030912 パタゴニアの野兎ランズマン回想録．上
クロ－ド・ランズマン：中
原毅志

人文書院

1420 9784103328926 ゴダ－ル原論：映画・世界・ソニマ－ジュ 佐々木敦 新潮社

1421 9784861104565 アンドレ・バザン：映画を信じた男 野崎歓 春風社

1422 9784560084328
パリ移民映画：都市空間を読む－１９７０年代から
現在

清岡智比古 白水社

1423 9784861104336 映画はやめる：パトリス・ルコント、自作を語る
パトリス・ルコント：ユベ
－ル・プロロンジョ

春風社

1424 9784864050715 クリス・マルケル遊動と闘争のシネアスト 金子遊：東志保 森話社

1425 9784582282603 トリュフォ－最後のインタビュ－
フランソワ・トリュフォ
－：山田宏一

平凡社

1426 9784480873194 六〇年代ゴダ－ル：神話と現場
アラン・ベルガラ：奥村
昭夫

筑摩書房

1427 9784336051691 映画監督ジュリアン・デュヴィヴィエ 小林隆之：山本真吾 国書刊行会

1428 9784779114625
ジェンダ－の比較映画史：「国家の物語」から
「ディアスポラの物語」へ

川口恵子 彩流社

1429 9784818819818
フランス映画の社会史：マリアンヌのフィアンセた
ち

ピエ－ル・マイヨ－：中
山裕史

日本経済評論社

1430 9784891766054 トリュフォ－の映画術
アンヌ・ジラン：和泉涼
一

水声社

1431 9784087201796 フランス映画史の誘惑 中条省平 集英社

1432 9784588420191
彼自身によるロベ－ル・ブレッソン：インタビュ－１
９４３―１９８３

ロベ－ル・ブレッソン：ミ
レ－ヌ・ブレッソン

法政大学出版局

1433 9784791772223
ゴダ－ルマネフ－コ－：思考と感性とをめぐる断
片的な考察

蓮實重彦 青土社

1434 9784864051422 ジャン・ル－シュ：映像人類学の越境者 千葉文夫：金子遊 森話社

1435 9784898303382 ゴダ－ル、わがアンナ・カリ－ナ時代 山田宏一 ワイズ出版

1436 9784314010719 ビクトル・エリセ 遠山純生 紀伊國屋書店

1437 9784873764443
ルキノ・ヴィスコンティの肖像：生誕１１０年＆没後
４０年

キネマ旬報社

1438 9784560080702 フェリ－ニ映画と人生
トゥッリオ・ケジチ：押場
靖志

白水社



1439 9784864260374 ジョヴェントゥ　ピエル・パオロ・パゾリ－ニの青春 田中千世子 みずのわ出版

1440 9784582479065 イタリア芸術のプリズム：画家と作家と監督たち 岡田温司 平凡社

1441 9784835079165 ソヴェト映画．解説・総目次・索引 不二出版

1442 9784835079103 ソヴェト映画 不二出版

1443 9784389421663 ベルイマン 小松弘 清水書院

1444 9784759819502
「スタ－・ウォ－ズ」を科学する：徹底検証！フォ－
スの正体から銀河間旅行まで

マ－ク・ブレイク：ジョ
ン・チェイス

化学同人

1445 9784152097224 スタ－・ウォ－ズによると世界は
キャス・Ｒ・サンスティ－
ン：山形浩生

早川書房

1446 9784480098283 ハリウッド映画史講義：翳りの歴史のために 蓮實重彦 筑摩書房

1447 9784866250892 今のアメリカがわかる映画１００本 町山智浩 サイゾ－

1448 9784582858495
ハリウッド１００年史講義：夢の工場から夢の王国
へ

北野圭介 平凡社

1449 9784845916221 クリストファ－・ノ－ランの嘘：思想で読む映画論
トッド・マガウアン：井原
慶一郎

フィルムア－ト社

1450 9784873957104 アメリカ映画とキリスト教：１２０年の関係史 木谷佳楠 キリスト新聞社

1451 9784336061386 ハワ－ド・ホ－クス映画読本 山田宏一 国書刊行会

1452 9784582282634 ヒッチコック映画読本 山田宏一 平凡社

1453 9784794222442 ヒッチコックに進路を取れ
山田宏一：和田誠（イラ
ストレ－タ－）

草思社

1454 9784864051033 アメリカン・アヴァンガルド・ム－ヴィ 西村智弘：金子遊 森話社

1455 9784846015619
アメリカ映画のイデオロギ－：視覚と娯楽の政治
学

細谷等：中尾信一 論創社

1456 9784861525704 グレ－ス・ケリ－：モナコ公妃のファッション・ブック 青幻舎

1457 9784336060709 ジョ－ジ・キュ－カ－、映画を語る
ギャビン・ランバ－ト：ロ
バ－ト・トラクテンバ－
グ

国書刊行会

1458 9784892571176
映画ジャンル論：ハリウッド映画史の多様なる芸
術主義

加藤幹郎 文遊社

1459 9784269740334
Ｃｒｏｓｓｉｎｇ　Ｂｏｒｄｅｒｓ：ジャズ／ノワ－ル／アメリ
カ文化

本城誠二 英宝社

1460 9784890137213 スピルバ－グその世界と人生
リチャ－ド・シッケル：大
久保清朗

西村書店（新潟）

1461 9784900997615 オ－ソン・ウェルズ
アンドレ・バザン：堀潤
之

インスクリプト

1462 9784779170447 スタ－・ウォ－ズの精神史 小野俊太郎 彩流社



1463 9784140884737 スタ－・ウォ－ズ論 河原一久 ＮＨＫ出版

1464 9784105069315 捜索者：西部劇の金字塔とアメリカ神話の創生
グレン・フランクル：高
見浩

新潮社

1465 9784862462848
ＴＨＥ　ＡＲＴ　ＯＦ　ＤＲＥＷ　ＳＴＲＵＺＡＮ：ドリュ
－・ストル－ザン　ポスタ－ア－ト集

ドゥル－・ストゥル－ザ
ン：デイヴィッド・Ｊ．スカ
ウ

ボ－ンデジタル

1466 9784582282597 サスペンス映画ここにあり 川本三郎 平凡社

1467 9784480016225 マリリン・モンロ－と原節子 田村千穂 筑摩書房

1468 9784775402146 映画・文学・アメリカン
志村正雄：鶴見大学文
学部・鶴見大学短期大
学部同窓会

松柏社

1469 9784864050777 エジソンと映画の時代
チャ－ルズ・マッサ－：
岩本憲児

森話社

1470 9784340530243
アメリカ映画に見る黒人ステレオタイプ：『国民の
創生』から『アバタ－』まで

赤尾千波
富山大学出版会(発売：梧
桐書院)

1471 9784873764320 スタンリ－・キュ－ブリック キネマ旬報社

1472 9784801000780
アメリカ映画とカラ－ライン：映像が侵犯する人種
境界線

金沢智 水声社

1473 9784582857597 『サウンド・オブ・ミュ－ジック』の秘密 瀬川裕司 平凡社

1474 9784815807757 敗戦とハリウッド：占領下日本の文化再建 北村洋 名古屋大学出版会

1475 9784779508516
亡命ユダヤ人の映画音楽：２０世紀ドイツ音楽か
らハリウッド、東ドイツへの軌跡

高岡智子 ナカニシヤ出版

1476 9784872594669
映画に見る日米相互イメ－ジの変容：他者表象と
ナショナル・アイデンティティの視点から

池田淑子 大阪大学出版会

1477 9784873764252 アカデミ－賞記録事典 筈見有弘：渡辺祥子 キネマ旬報社

1478 9784336055644 ロバ－ト・アルドリッチ大全
アラン・シルヴァ－：
ジェイムズ・ウルシ－ニ

国書刊行会

1479 9784130262323
占領する眼・占領する声：ＣＩＥ／ＵＳＩＳ映画とＶＯ
Ａラジオ

土屋由香：吉見俊哉 東京大学出版会

1480 9784906811014 ビリ－・ワイルダ－の映画作法 瀬川裕司
明治大学出版会(発売：丸
善出版)

1481 9784327481582
アメリカ・ハ－ドボイルド紀行：マイ・ロスト・ハイ
ウェイ

小鷹信光 研究社

1482 9784275009289
イ－ストウッドの男たち：マスキュリニティの表象
分析

ドゥルシラ・コ－ネル：
吉良貴之

御茶の水書房

1483 9784167801250
映画の構造分析：ハリウッド映画で学べる現代思
想

内田樹 文藝春秋

1484 9784757141919 映画で学ぶエスニック・アメリカ 佐藤唯行 ＮＴＴ出版

1485 9784871985499 キュ－ブリック映画の音楽的世界 明石政紀 アルファベ－タブックス

1486 9784791762989 フレッド・アステア自伝
フレッド・アステア：篠儀
直子

青土社



1487 9784871985383 ビリ－・ワイルダ－：生涯と作品
シャ－ロット・チャンドラ
－：古賀弥生

アルファベ－タブックス

1488 9784794925886 シネマディクトＪの映画散歩．アメリカ編 植草甚一 晶文社

1489 9784794925640 ハリウッドのことを話そう 植草甚一【著】 晶文社

1490 9784887134706
アメリカ映画における子どものイメ－ジ：社会文化
的分析

キャシ－・マ－ロック・
ジャクソン：牛渡淳

東信堂

1491 9784865380781 ジョン・カ－ペンタ－読本 山崎圭司：樋口泰人 ｂｏｉｄ(発売：ＪＲＣ)

1492 9784861827242 西部劇論：その誕生から終焉まで 吉田広明 作品社

1493 9784582859386 映画講義　ロマンティック・コメディ 瀬川裕司 平凡社

1494 9784777825226 スタンリ－・キュ－ブリック 佐野亨 辰巳出版

1495 9784845919185 クエンティン・タランティ－ノ：映画に魂を売った男
イアン・ネイサン：吉田
俊太郎

フィルムア－ト社

1496 9784845918294 夢みる部屋
デイヴィッド・リンチ：ク
リスティン・マッケナ

フィルムア－ト社

1497 9784480017222 ディズニ－と動物：王国の魔法をとく 清水知子（比較文学） 筑摩書房

1498 9784796703895 ロバ－ト・アルトマンを聴く：映画音響の物語学 山本祐輝 せりか書房

1499 9784798168043 ディズニ－・コスチュ－ム大全
ジェフ・カ－ティ：ウォル
ト・ディズニ－・ア－カイ
ブスのスタ

翔泳社

1500 9784861828508
〈アメリカ映画史〉再構築：社会的ドキュメンタリ－
からブロックバスタ－まで

遠山純生 作品社

1501 9784866470825 ギレルモ・デル・トロ創作ノ－ト驚異の部屋
ギレルモ・デル・トロ：マ
－ク・スコット・ジグリ－

ＤＵ　ＢＯＯＫＳ(発売：ディ
スクユニオン)

1502 9784866470139
ギレルモ・デル・トロの怪物の館：映画・創作ノ－
ト・コレクションの内なる世界

ブリット・サルヴェセン：
ジム・シェデン

ＤＵ　ＢＯＯＫＳ(発売：ディ
スクユニオン)

1503 9784845917136 映画を撮った３５の言葉たち 渡辺進也：田中竜輔 フィルムア－ト社

1504 9784434200106 女の駅：駅を彩るスクリ－ンの女神たち 臼井幸彦 柏艪舎(発売：星雲社)

1505 9784760303359 世界映画人名辞典．スタッフ篇 世界映画史研究会
科学書院（板橋区）(発売：
霞ケ関出版)

1506 9784760303342 世界映画人名辞典．俳優篇 世界映画史研究会
科学書院（板橋区）(発売：
霞ケ関出版)

1507 9784000223058 映画の領分 四方田犬彦 岩波書店

1508 9784845914548
俳優の教科書：撮影現場に行く前に鍛えておきた
いこと

三谷一夫 フィルムア－ト社

1509 9784434201523
脳髄に刻まれる演技…ａｎｄロバ－ト・デュバル：
ぼくがシビれた映画・演技論

鈴木有史
青山ライフ出版(発売：星
雲社)

1510 9784877834418
バ－チャルリアリティ映画制作：ハリウッドの実践
テクニックとベストプラクティス

セリ－ヌ・トリカ－ト：河
合隆史

カットシステム



1511 9784768311059
映像編集者のリアル：編集の舞台裏に迫るインタ
ビュ－集

中村彰男 玄光社

1512 9784862463807 名監督の技を盗む！タランティ－ノ流監督術
クリストファ－・ケンワ
－シ－

ボ－ンデジタル

1513 9784272330904 風かたか 三上智恵 大月書店

1514 9784063650150 映画は撮ったことがないディレクタ－ズ・カット版 神山健治 講談社

1515 9784862463791 スコセッシ流監督術
クリストファ－・ケンワ
－シ－：Ｂスプラウト

ボ－ンデジタル

1516 9784499231954
東宝特殊美術部外伝：模型少年、映画屋にな
る！？．上

ににたかし 大日本絵画

1517 9784416815038
フェイクドキュメンタリ－の教科書：リアリティのあ
る“嘘”を描く映画表現その歴史と撮影

白石晃士 誠文堂新光社

1518 9784777519286
はじめてのプロジェクションマッピング：フリ－ソフ
トとプロジェクタ－を使って、映像投影！

小笠原種高 工学社

1519 9784865281347
カメラの前で演じること：映画「ハッピ－アワ－」テ
キスト集成

濱口竜介：野原位 左右社

1520 9784777519149
マッチム－ブテクニックガイド：「動き」に合わせて
「２Ｄ」「３Ｄ」オブジェクトを合

山崎善史 工学社

1521 9784874620762 サウンドデザインバイブル 沢口真生：染谷和孝 兼六館出版

1522 9784904702505 成田亨の特撮美術 成田亨 羽鳥書店

1523 9784862462138
ｆｉｌｍｍａｋｅｒ’ｓ　ｅｙｅ：映画のシ－ンに学ぶ構図と
撮影術：原則とその破り方

グスタボ・メルカ－ド：Ｂ
スプラウト

ボ－ンデジタル

1524 9784862461643
ＶＥＳビジュアルエフェクトハンドブック：全世界の
Ｖｉｓｕａｌ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　Ｓｏｃｉｅｔ．上巻

ジェフリ－・Ａ．オ－ク
ン：ス－ザン・ズワ－マ
ン

ボ－ンデジタル

1525 9784622076070
映画もまた編集である：ウォルタ－・マ－チとの対
話

マイケル・オンダ－
チェ：吉田俊太郎

みすず書房

1526 9784274068201 映像編集入門：動画を自在に操るコツ 岡村征夫 オ－ム社

1527 9784887217768 ヨ－ロッパ視覚文化史
ジャン・ピエロ・ブルネッ
タ：川本英明

東洋書林

1528 9784561265290
プロデュ－サ－のキャリア連帯：映画産業におけ
る創造的個人の組織化戦略

山下勝：山田仁一郎 白桃書房

1529 9784588602511 映像編集の理論と実践 金井明人：丹羽美之 法政大学出版局

1530 9784896917208 一人でもできる映画の撮り方 西村雄一郎 洋泉社

1531 9784416918692
名曲を訪ねてシネマの森へ：映画と音楽の素敵な
出会い　Ｊａｚｚ，Ｐｏｐｓ　＆

柳沢正史 誠文堂新光社

1532 9784779125645 映画の文法：日本映画のショット分析 今泉容子 彩流社

1533 9784862464538 Ｖｉｓｉｏｎ　スト－リ－を伝える：色、光、構図
ハンス．Ｐ．バッハ－：
サナタン・スルヤヴァン
シ

ボ－ンデジタル

1534 9784802511513
画づくりのための光の授業：ＣＧ、アニメ、映像、イ
ラスト創作に欠かせない、光の

リチャ－ド・ヨット：瀧下
哉代

ビ－・エヌ・エヌ新社



1535 9784904049624 デジタル撮影技術完全ブック 田中一成 東京藝術大学出版会

1536 9784862464705
映画監督が教えるまた観たい！と思わせる動画
の法則

スティ－ヴ・ストックマ
ン：Ｂスプラウト

ボ－ンデジタル

1537 9784595322143 映像コンテンツの制作技術 近藤智嗣
放送大学教育振興会(発
売：ＮＨＫ出版)

1538 9784802511698
映像・動画制作者のためのサウンドデザイン入
門：これだけは知っておきたい音響の基礎知識

坂本昭人 ビ－・エヌ・エヌ新社

1539 9784766133769
映画プロップ・グラフィックス：スクリ－ンの中の小
道具たち

アニ－・アトキンズ：石
田亜矢子

グラフィック社

1540 9784845920013
ハリウッド式映画制作の流儀：最後のコラボレ－
タ－＝観客に届くまで

リンダ・シ－ガ－：シカ・
マッケンジ－

フィルムア－ト社

1541 9784866470955
ＳＦ映画術：ジェ－ムズ・キャメロンと６人の巨匠が
語るサイエンス

ジェ－ムズ・キャメロン：
阿部清美

ＤＵ　ＢＯＯＫＳ(発売：ディ
スクユニオン)

1542 9784862464811 映像制作のためのＶＦＸ教科書
エラン・デ・ヌ－ル：河
野敦子

ボ－ンデジタル

1543 9784862464903 ｆｉｌｍｍａｋｅｒ’ｓ　ｅｙｅレンズの言語
グスタボ・メルカ－ド：Ｂ
スプラウト

ボ－ンデジタル

1544 9784339027945 クリエイタ－のための映像表現技法 佐々木和郎：羽田久一 コロナ社

1545 9784845920051
映像編集の技法：傑作を生み出す編集技師たち
の仕事術

スティ－ブ・ハルフィッ
シュ：佐藤弥生

フィルムア－ト社

1546 9784845919253
脚本の科学：認知と知覚のプロセスから理解する
映画と脚本のしくみ

ポ－ル・ジョセフ・ガリ
－ノ：コニ－・シア－ズ

フィルムア－ト社

1547 9784773818031 ブラジル映画史講義：混血する大地の美学 今福龍太：金子遊 現代企画室

1548 9784622087199
映画『夜と霧』とホロコ－スト：世界各国の受容物
語

エ－ヴァウト・ファン・デ
ル・クナ－プ：庭田よう
子

みすず書房

1549 9784130032520
戦後史の切断面：公害・若者たちの叛乱・大阪万
博

丹羽美之：吉見俊哉 東京大学出版会

1550 9784881253281
映像の可能性を探る：ドキュメンタリ－からフィク
ションまで

土屋昌明 専修大学出版局

1551 9784846016395 ドキュメンタリ－映画術 金子遊 論創社

1552 9784000023290 ヤクザと憲法：「暴排条例」は何を守るのか
東海テレビ放送株式会
社

岩波書店

1553 9784787273925
怪獣から読む戦後ポピュラ－・カルチャ－：特撮
映画・ＳＦジャンル形成史

森下達 青弓社

1554 9784779170621
恐怖の表象：映画／文学における〈竜殺し〉の文
化史

西山智則 彩流社

1555 9784835078229 記録映画．第４巻～第６巻 記録映画作家協会 不二出版

1556 9784000254236
雪国の幻灯会へようこそ：映画「風の波紋」の物
語

小林茂（カメラマン） 岩波書店

1557 9784873764405
２１世紀を生きのびるためのドキュメンタリ－映画
カタログ

寺岡ユウジ キネマ旬報社

1558 9784772612562
太陽がほしい：「慰安婦」とよばれた中国女性たち
の人生の記録

班忠義 合同出版



1559 9784902943962 沖縄うりずんの雨 フォイル

1560 9784480873859
ドキュメンタリ－は格闘技である：原一男ＶＳ深作
欣二　今村昌平　大島渚　新藤兼人

原一男 筑摩書房

1561 9784047319332 ＳＦ大クロニクル ガイ・ヘイリ－：平林祥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

1562 9784835078267 記録映画．解説・総目次・索引 不二出版

1563 9784835078175 記録映画．第１巻～第３巻，解説・総目次・ 教育映画作家協会 不二出版

1564 9784797673012 カメラを持て、町へ出よう：「観察映画」論 想田和弘
集英社インタ－ナショナル
(発売：集英社)

1565 9784272330850 戦場ぬ止み：辺野古・高江からの祈り 三上智恵 大月書店

1566 9784480873781 ドキュメンタリ－映画史
エリック・バ－ナウ：安
原和見

筑摩書房

1567 9784130032513
戦後復興から高度成長へ：民主教育・東京オリン
ピック・原子力発電

丹羽美之：吉見俊哉 東京大学出版会

1568 9784326800544 ドキュメンタリ－の語り方：ボトムアップの映像論 遠藤大輔 勁草書房

1569 9784087815030 原発の、その先へ：ミツバチ革命が始まる 鎌仲ひとみ 集英社

1570 9784130032506 岩波映画の１億フレ－ム 丹羽美之：吉見俊哉 東京大学出版会

1571 9784000230490 ３１１を撮る 森達也：綿井健陽 岩波書店

1572 9784000258135
全貌フレデリック・ワイズマン：アメリカ合衆国を記
録する

土本典昭：鈴木一誌 岩波書店

1573 9784771022737 久高オデッセイ：遥かなる記録の旅 須藤義人 晃洋書房

1574 9784000272209 シリ－ズ日本のドキュメンタリ－．５
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

岩波書店

1575 9784000272193 シリ－ズ日本のドキュメンタリ－．４
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

岩波書店

1576 9784000272186 シリ－ズ日本のドキュメンタリ－．３
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

岩波書店

1577 9784000272179 シリ－ズ日本のドキュメンタリ－．２
佐藤忠男（映画・教育
評論家）

岩波書店

1578 9784805830147 精神病とモザイク：タブ－の世界にカメラを向ける 想田和弘 中央法規出版

1579 9784006033118 不敗のドキュメンタリ－：水俣を撮りつづけて 土本典昭 岩波書店

1580 9784582282658 中国ドキュメンタリ－映画論 佐藤賢 平凡社

1581 9784814002412
病縁の映像地域研究：タイ北部のＨＩＶ陽性者をめ
ぐる共振のドキュメンタリ

直井里予 京都大学学術出版会

1582 9784845920129
ドキュメンタリ－・スト－リ－テリング：「クリエイティ
ブ・ノンフィクション」の作り方

シ－ラ・カ－ラン・バ－
ナ－ド：島内哲朗

フィルムア－ト社



1583 9784861828324 まだ見ぬ映画言語に向けて 吉田喜重：舩橋淳 作品社

1584 9784787720016
災害ドキュメンタリ－映画の扉：東日本大震災の
記憶と記録の共有をめぐって

是恒さくら：高倉浩樹 新泉社

1585 9784815810146
ＮＯ　ＮＵＫＥＳ：〈ポスト３・１１〉映画の力・ア－トの
力

ミツヨ・ワダ・マルシア
－ノ

名古屋大学出版会

1586 9784065128282
もう一つの「バルス」：宮崎駿と『天空の城ラピュ
タ』の時代

木原浩勝 講談社

1587 9784862464217
特殊効果アニメ－ションの世界：エレメンタルマ
ジック

ジョセフ・ギランド：Ｂス
プラウト

ボ－ンデジタル

1588 9784065120026
製作委員会は悪なのか？アニメビジネス完全ガ
イド

増田弘道 星海社(発売：講談社)

1589 9784004317142 声優　声の職人 森川智之 岩波書店

1590 9784065114391
アニメプロデュ－サ－になろう！：アニメ「製作」の
仕組み

福原慶匡 星海社(発売：講談社)

1591 9784591158326 教養としての１０年代アニメ　反逆編 町口哲生 ポプラ社

1592 9784845631872 手塚治虫ヴィンテ－ジ・ア－トワ－クスアニメ編 手塚治虫
立東舎(発売：リット－ミュ
－ジック)

1593 9784393333600
エンドレスエイトの驚愕：ハルヒ＠人間原理を考え
る

三浦俊彦 春秋社（千代田区）

1594 9784787274090 政岡憲三『人魚姫の冠』絵コンテ集 政岡憲三：萩原由加里 青弓社

1595 9784641165199
ハイブリッド製品の開発戦略：日本アニメ－ション
産業における新技術と既存技術の統

一小路武安 有斐閣

1596 9784801002906 日仏アニメ－ションの文化論 石毛弓：大島浩英 水声社

1597 9784087711196 母性のディストピア 宇野常寛 集英社

1598 9784787961716
魔法少女まどか☆マギカ講義録：メディア文藝へ
の招待

志水義夫 新典社

1599 9784788515420
大ヒットアニメで語る心理学：「感情の谷」から解き
明かす日本アニメの特質

横田正夫 新曜社

1600 9784845916443 ２１世紀のアニメ－ションがわかる本 土居伸彰 フィルムア－ト社

1601 9784787274045 ９０分でわかるアニメ・声優業界 落合真司 青弓社

1602 9784894768741 『君の名は。』の交響：付録『シン・ゴジラ』対論 志水義夫：助川幸逸郎 ひつじ書房

1603 9784897379852 創作アニメ－ション入門：基礎知識と作画のヒント 山村浩二 六耀社

1604 9784000611947 ジブリの文学 鈴木敏夫 岩波書店

1605 9784774187518 ショ－トアニメ－ションメイキング講座 吉邉尚希 技術評論社

1606 9784905447771 昭和声優列伝 勝田久 駒草出版



1607 9784582858365 アニメ－ション学入門 津堅信之 平凡社

1608 9784591153383 教養としての１０年代アニメ 町口哲生 ポプラ社

1609 9784000244824
ハイジが生まれた日：テレビアニメの金字塔を築
いた人々

ちばかおり 岩波書店

1610 9784845916283
個人的なハ－モニ－　ノルシュテインと現代アニメ
－ション論

土居伸彰 フィルムア－ト社

1611 9784061386051 アニメを３Ｄに！ 松浦裕暁 星海社(発売：講談社)

1612 9784787961693 京アニを読む 野村幸一郎 新典社

1613 9784777519798
ＯｐｅｎＴｏｏｎｚではじめるアニメ－ション制作：「作
画」「彩色」「合成」「ム－ビ－出力」…アニメ制

泉津井陽一 工学社

1614 9784000611503 吾輩はガイジンである。：ジブリを世界に売った男
スティ－ブン・Ｍ．アル
パ－ト：桜内篤子

岩波書店

1615 9784799801536
ディズニ－・ミュ－ジック：ディズニ－映画音楽の
秘密

谷口昭弘 スタイルノ－ト

1616 9784336060433 宮崎駿の「半径３００メ－トル」と『風立ちぬ』 荻原真 国書刊行会

1617 9784862463319
アニメ－ションでどう伝える？：知っておくべき原
則とその破り方！

エレン・ベセン：ブライ
ス・ハレット

ボ－ンデジタル

1618 9784779510588
ディズニ－・プリンセスのゆくえ：白雪姫からマレ
フィセントまで

本橋哲也 ナカニシヤ出版

1619 9784861104930
物語らないアニメ－ション：ノ－マン・マクラレンの
不思議な世界

栗原詩子 春風社

1620 9784120047930 エンピツ戦記：誰も知らなかったスタジオジブリ 舘野仁美：平林享子 中央公論新社

1621 9784759920895
アニメ－ションの想像力：文字テクスト／映像テク
ストの想像力の往還

禧美智章 風間書房

1622 9784062196741 「宇宙戦艦ヤマト」をつくった男西崎義展の狂気 牧村康正：山田哲久 講談社

1623 9784334038748
メカニックデザイナ－の仕事論：ヤッタ－マン、ガ
ンダムを描いた職人

大河原邦男 光文社

1624 9784582857818
宮崎駿再考：『未来少年コナン』から『風立ちぬ』
へ

村瀬学 平凡社

1625 9784787210517 荒野のおおかみ：押井守論 上野俊哉 青弓社

1626 9784634640740 アニメで読む世界史．２ 藤川隆男：後藤敦史 山川出版社（千代田区）

1627 9784763014467
東欧アニメをめぐる旅：ポ－ランド・チェコ・クロア
チア

求龍堂

1628 9784768457399 アニメ研究入門：アニメを究める９つのツボ 小山昌宏：須川亜紀子 現代書館

1629 9784004314868 仕事道楽：スタジオジブリの現場 鈴木敏夫 岩波書店

1630 9784480689092
好きなのにはワケがある：宮崎アニメと思春期の
こころ

岩宮恵子 筑摩書房



1631 9784480430618 オタク・イン・ＵＳＡ：愛と誤解のＡｎｉｍｅ輸入史
パトリック・マシアス：町
山智浩

筑摩書房

1632 9784815807306
アニメ・マシ－ン：グロ－バル・メディアとしての日
本アニメ－ション

ト－マス・ラマ－ル：藤
木秀朗

名古屋大学出版会

1633 9784791766932 高畑勲の世界 小谷野敦 青土社

1634 9784254680218 アニメ－ションの事典 横田正夫：小出正志 朝倉書店

1635 9784837305361
アニメ－ション・イラスト入門：いきいきしたキャラ
クタ－を描こう！

プレストン・ブレア：尾原
美保

マ－ル社

1636 9784876454860
作家としての宮崎駿：宮崎駿における異文化融合
と多文化主義

相良英明 神奈川新聞社

1637 9784634640542 アニメで読む世界史 藤川隆男 山川出版社（千代田区）

1638 9784000234955 ジブリの哲学：変わるものと変わらないもの 鈴木敏夫 岩波書店

1639 9784838104529 草薙：背景画集．７ 草薙 光村推古書院

1640 9784588420115
アニメとプロパガンダ：第二次大戦期の映画と政
治

セバスチャン・ロファ：
古永真一

法政大学出版局

1641 9784336053596 なぜ宮崎駿はオタクを批判するのか 荻原真 国書刊行会

1642 9784653040231
日韓アニメ－ションの心理分析：出会い・交わり・
閉じこもり

横田正夫 臨川書店

1643 9784838104031 草薙：背景画集．５ 草薙 光村推古書院

1644 9784000220460
アニメはいかに夢を見るか：『スカイ・クロラ』制作
現場から

押井守 岩波書店

1645 9784004311430 仕事道楽：スタジオジブリの現場 鈴木敏夫 岩波書店

1646 9784000223942 折り返し点：１９９７～２００８ 宮崎駿 岩波書店

1647 9784000220378 漫画映画の志：『やぶにらみの暴君』と『王と鳥』 高畑勲 岩波書店

1648 9784568502657 絵コンテの宇宙：イメ－ジの誕生 森山朋絵 美術出版社

1649 9784864051347 日本のアニメ－ションはいかにして成立したのか 西村智弘 森話社

1650 9784065136485 ア－トで見るウォルト・ディズニ－とミッキ－マウス
ジェシカ・ワ－ド：杉本
あり

講談社

1651 9784768458402
アニメ研究入門［応用編］：アニメを究める１１のコ
ツ

小山昌宏：須川亜紀子 現代書館

1652 9784908637971
今日を生き延びるためにアニメ－ションが教えてく
れること

佐分利奇士乃 学芸みらい社

1653 9784121506467 安彦良和の戦争と平和：ガンダム、マンガ、日本 杉田俊介 中央公論新社

1654 9784591162392 平成最後のアニメ論：教養としての１０年代アニメ 町口哲生 ポプラ社



1655 9784845918072
メイキングブック犬ヶ島：Ｔｈｅ　Ｗｅｓ　Ａｎｄｅｒｓｏｎ
Ｃｏｌｌｅｃｔｉ

ロ－レン・ウィルフォ－
ド：ライアン・スティ－ヴ
ンソン

フィルムア－ト社

1656 9784845918089
アニメ制作者たちの方法：２１世紀のアニメ表現論
入門

高瀬康司 フィルムア－ト社

1657 9784122067110 風に吹かれて．１ 鈴木敏夫：渋谷陽一 中央公論新社

1658 9784122067127 風に吹かれて．２ 鈴木敏夫：渋谷陽一 中央公論新社

1659 9784166612161 天才の思考：高畑勲と宮崎駿 鈴木敏夫 文藝春秋

1660 9784006023096 アニメ－ション、折りにふれて 高畑勲 岩波書店

1661 9784582859164 新海誠の世界を旅する：光と色彩の魔術 津堅信之 平凡社

1662 9784150313746 母性のディストピア．１ 宇野常寛 早川書房

1663 9784150313753 母性のディストピア．２ 宇野常寛 早川書房

1664 9784844368489
Ｌｉｖｅ２Ｄの教科書：静止画イラストからつくる本格
アニメ－ション

サイドランチ：癸のずみ
エムディエヌコ－ポレ－
ション(発売：インプレス)

1665 9784792333904 昔話とアニメの中の政治学 梅川正美 成文堂

1666 9784414311235 アニメ－ションの心理学
日本心理学会：横田正
夫

誠信書房

1667 9784589040411
巨大ロボットの社会学：戦後日本が生んだ想像力
のゆくえ

池田太臣：木村至聖 法律文化社

1668 9784297110758 １０日でマスタ－Ｌｉｖｅ２Ｄモデルメイキング講座 ｆｕｍｉ 技術評論社

1669 9784802511544
Ａｆｔｅｒ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｆｏｒアニメ－ションＥＸＰＥＲＴ：ＣＣ
対応改訂版

大平幸輝 ビ－・エヌ・エヌ新社

1670 9784777520985 Ｓｐｉｎｅではじめる２Ｄアニメ－ション フ－モア 工学社

1671 9784862464637
Ｔｈｅ　ＣＯＬＯＲ　ｏｆ　ＰＩＸＡＲ：〈ピクサ－〉絵作りの
ための色見本帳

ティア・クラッタ－：ジョ
ン・ラセタ－

ボ－ンデジタル

1672 9784779514623
アニメ－タ－はどう働いているのか：集まって働く
フリ－ランサ－たちの労働社会学

松永伸太朗 ナカニシヤ出版

1673 9784757103962 「コマ」から「フィルム」へ：マンガとマンガ映画 秋田孝宏 ＮＴＴ出版

1674 9784801004979
フライシャ－兄弟の映像的志向：混淆するアニメ
－ションとその空間

宮本裕子 水声社

1675 9784339029093
キャラクタアニメ－ションの数理とシステム：３次元
ゲ－ムにおける身体運動生成と人工知能

向井智彦：川地克明 コロナ社

1676 9784585270560 日本アニメ誕生 豊田有恒 勉誠出版

1677 9784400407515
ディズニ－変形譚研究：世俗化された福音への信
仰

宮平望 新教出版社

1678 9784535559639 東映動画史論：経営と創造の底流 木村智哉 日本評論社



1679 9784862464880 ３ＤＣＧアニメ－ション入門 荻野哲哉 ボ－ンデジタル

1680 9784622088943 シネアスト宮崎駿：奇異なもののポエジ－
ステファヌ・ルル－：岡
村民夫

みすず書房

1681 9784779514647
アニメの社会学：アニメファンとアニメ制作者たち
の文化産業論

永田大輔：松永伸太朗 ナカニシヤ出版

1682 9784787234780
アニメと声優のメディア史：なぜ女性が少年を演じ
るのか

石田美紀 青弓社

1683 9784000248938 宮崎駿とジブリ美術館 スタジオジブリ 岩波書店

1684 9784845920020
アニメ－ションの女王たち：ディズニ－の世界を変
えた女性たちの知られざる物語

ナサリア・ホルト：石原
薫

フィルムア－ト社

1685 9784535587533 アニメと戦争 藤津亮太 日本評論社

1686 9784759923643
アニメ－ションによる物語理解過程の心理学的検
討

梶井直親 風間書房

1687 9784760821846
アニメ－ションの前向き行動力：主人公たちの心
理分析

横田正夫 金子書房

1688 9784862464972
Ｔｈｅ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｗａｙ：魅力と多様性でスト－リ－を
動かすキャラクタ－デザイ

スティ－ヴン・シルヴァ
－：Ｂスプラウト

ボ－ンデジタル

1689 9784766134346 アニメ建築：傑作背景美術の制作プロセス
シュテファン・リ－ケル
ス：和田侑子

グラフィック社

1690 9784568105377 佐藤雅晴　尾行：存在の不在／不在の存在
カルチュア・コンビニエン
ス・クラブ(発売：美術出版
社)

1691 9784802512060 Ｂａｍｂｏｏ背景画集 Ｂａｍｂｏｏ：竹田悠介 ビ－・エヌ・エヌ新社

1692 9784065221976 ディズニ－アニメ－ション大全集
ディズニ－ファン編集
部：柳生すみまろ

講談社

1693 9784908468230
中国抗日ドラマ読本：意図せざる反日・愛国コメ
ディ

岩田宇伯
パブリブ(発売：トランス
ビュ－)

1694 9784582858716 ９０年代テレビドラマ講義 藤井淑禎 平凡社

1695 9784480434364 ウルトラ怪獣幻画館 実相寺昭雄 筑摩書房

1696 9784096822357
ウルトラマンの現場：スタッフ・キャストのアルバム
から

円谷プロダクション 小学館

1697 9784062201537
紀元２６００年のテレビドラマ：ブラウン管が映した
時代の交差点

森田創 講談社

1698 9784779170706 ウルトラＱの精神史 小野俊太郎 彩流社

1699 9784763407634
『あまちゃん』の人間像：３・１１／「逆回転」／〈自
分〉探し

幸津国生 花伝社(発売：共栄書房)

1700 9784800306807 川北紘一特撮写真集
川北紘一：ドリ－ム・プ
ラネット・ジャパン

洋泉社

1701 9784791768196 創るということ 佐々木昭一郎 青土社

1702 9784872948745 時代劇制作現場と時代考証 時代考証学会：大石学 岩田書院



1703 9784480431257 実録テレビ時代劇史 能村庸一 筑摩書房

1704 9784887771482 大河ドラマと地域文化：「篤姫」「龍馬伝」と鹿児島 大石学：時代考証学会 高城書房

1705 9784336054777
テレビ・トラベラ－：昭和・平成テレビドラマ批評大
全

樋口尚文 国書刊行会

1706 9784000093347 冬のソナタから考える：私たちと韓国のあいだ
高野悦子（映画運動
家）：山登義明

岩波書店

1707 9784872948189 大河ドラマと市民の歴史意識 時代考証学会：大石学 岩田書院

1708 9784864051538 テレビドラマと戦後文学：芸術と大衆性のあいだ 瀬崎圭二 森話社

1709 9784787234896 ウルトラマンの「正義」とは何か 花岡敬太郎 青弓社

1710 9784787274151 マジック・ランタン：光と影の映像史 東京都写真美術館 青弓社

1711 9784787273727
幻燈スライドの博物誌：プロジェクション・メディア
の考古学

早稲田大学演劇博物
館：土屋紳一

青弓社

1712 9784480818393 私説大阪テレビコメディ史：花登筐と芦屋雁之助 澤田隆治 筑摩書房

1713 9784000259798 昭和の演藝二〇講 矢野誠一 岩波書店

1714 9784779514326
インドにおける大衆芸能と都市文化：タマ－シャ
－の踊り子による模倣と欲望の上演

飯田玲子 ナカニシヤ出版

1715 9784585270584 明治の一発屋芸人たち：珍芸四天王と民衆世界 永嶺重敏 勉誠出版

1716 9784469232684 中国のお笑い：伝統話芸“相声”の魅力 戸張東夫 大修館書店

1717 9784790508915 明治の寄席芸人
三遊亭圓生（６代目）：
山本進

青蛙房

1718 9784779126796 昭和の寄席の芸人たち：赤塚盛貴写真集 赤塚盛貴 彩流社

1719 9784840696753 講談と評弾：伝統話芸の比較研究 木越治 八木書店

1720 9784000614078 評伝一龍齋貞水：講談人生六十余年 塩崎淳一郎 岩波書店

1721 9784480435446 談志最後の落語論 立川談志 筑摩書房

1722 9784022619457 名人：志ん生、そして志ん朝 小林信彦 朝日新聞出版

1723 9784309416335 志ん生一家、おしまいの噺 美濃部美津子 河出書房新社

1724 9784750515502 落語－哲学 中村昇（哲学） 亜紀書房

1725 9784560094167 落語登場人物事典 矢野誠一 白水社

1726 9784903993324 上方落語史観 高島幸次 １４０Ｂ



1727 9784829507308 江戸落語事典：古典落語超入門２００席 飯田泰子 芙蓉書房出版

1728 9784845917020 十八番の噺：落語家が愛でる噺の話 林家正蔵：春風亭昇太 フィルムア－ト社

1729 9784044002633 落語ことば・事柄辞典 榎本滋民：京須偕充 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

1730 9784908672149 三遊亭円朝と民衆世界 須田努 有志舎

1731 9784620324593 噺は生きている：名作落語進化論 広瀬和生 毎日新聞出版

1732 9784845916429 落語の入り口：想像と創造のコミュニケ－ション 東京かわら版＋編集部 フィルムア－ト社

1733 9784829507025 江戸落語図鑑：落語国の人びと．３ 飯田泰子 芙蓉書房出版

1734 9784022630544 落語に花咲く仏教：宗教と芸能は共振する 釈徹宗 朝日新聞出版

1735 9784004316428 落語と歩く
田中敦（落語名所探訪
家）

岩波書店

1736 9784094063875 浮世に言い忘れたこと 三遊亭圓生（６代目） 小学館

1737 9784779122637 席亭志願ふたたび 加藤浩 彩流社

1738 9784473041289 僕らの落語：本音を語る！噺家×噺家の対談集 広瀬和生 淡交社

1739 9784560095201 ぜんぶ落語の話 矢野誠一 白水社

1740 9784829506875 江戸落語図鑑．２ 飯田泰子 芙蓉書房出版

1741 9784779170713 〈男〉の落語評論 稲田和浩 彩流社

1742 9784634150973
落語：噺家・４００年の歴史・落語のことば・名作の
あらすじ

横井洋司：山本進 山川出版社（千代田区）

1743 9784621300350 古典・新作落語事典 瀧口雅仁 丸善出版

1744 9784780712841 落語こぼれ話 柏木新 本の泉社

1745 9784829506837 江戸落語図鑑：落語国のいとなみ 飯田泰子 芙蓉書房出版

1746 9784000255035 落語九十九旅：全国落語名所ガイド
田中敦（落語名所探訪
家）

岩波書店

1747 9784816925870 落語研究資料解題：明治～平成 岡田則夫 日外アソシエ－ツ

1748 9784620323459 現在落語論 立川吉笑 毎日新聞出版

1749 9784757607521 上方落語：流行唄の時代 荻田清 和泉書院

1750 9784062197960
「落語家」という生き方：柳家三三、春風亭一之
輔、桃月庵白酒、三遊亭兼好、三

広瀬和生 講談社



1751 9784642067874 三遊亭円朝と江戸落語 須田努 吉川弘文館

1752 9784000259873 上方落語の戦後史 戸田学 岩波書店

1753 9784062184328
落語名人芸「ネタ」の裏側：秘蔵資料三越落語会
十一名人の「感どころ」

立川志らく 講談社

1754 9784000259019 上方落語四天王の継承者たち：随筆 戸田学 岩波書店

1755 9784871221764 上方落語考究：笑いの世界、咄と噺のはなし 保志学 鳳書院

1756 9784622077046 落語の国の精神分析 藤山直樹 みすず書房

1757 9784487806591 落語手帳 広瀬和生 東京書籍

1758 9784309273099 古今亭志ん朝大須演芸場：ＣＤブック 河出書房新社

1759 9784000258142 上方落語の四天王：松鶴・米朝・文枝・春団治 戸田学 岩波書店

1760 9784625684661 落語こわい、こわい落語 野口卓 明治書院

1761 9784422700755 上方落語寄席囃子の世界 林家染丸（４代目） 創元社

1762 9784480688521 落語の聴き方楽しみ方 松本尚久 筑摩書房

1763 9784385364490 落語の黄金時代 山本進：稲田和浩 三省堂

1764 9784000024266 落語のこと少し 矢野誠一 岩波書店

1765 9784000224574 桂米朝座談．２
桂米朝（３代目）：豊田
善敬

岩波書店

1766 9784000224567 桂米朝座談．１
桂米朝（３代目）：豊田
善敬

岩波書店

1767 9784000261487 桂米朝集成．第２巻
桂米朝（３代目）：豊田
善敬

岩波書店

1768 9784000261470 桂米朝集成．第１巻
桂米朝（３代目）：豊田
善敬

岩波書店

1769 9784785387525 落語横丁の化学そぞろ歩き 古橋昭子：山崎昶 裳華房

1770 9784403250644 落語の鑑賞２０１ 延広真治：二村文人 新書館

1771 9784480071859 上方らくごの舞台裏 小佐田定雄 筑摩書房

1772 9784480435583 談志最後の根多帳 立川談志 筑摩書房

1773 9784101004266 志ん生の食卓 美濃部美津子 新潮社

1774 9784309416618 志ん生のいる風景 矢野誠一 河出書房新社



1775 9784480435712 立川談志自伝狂気ありて 立川談志 筑摩書房

1776 9784006004026 落語の種あかし 中込重明 岩波書店

1777 9784473042880 昭和の落語名人列伝 今岡謙太郎：中川桂 淡交社

1778 9784006023195 上方落語ノ－ト．第一集 桂米朝（３代目） 岩波書店

1779 9784006023201 上方落語ノ－ト．第二集 桂米朝（３代目） 岩波書店

1780 9784006023218 上方落語ノ－ト．第三集 桂米朝（３代目） 岩波書店

1781 9784006023225 上方落語ノ－ト．第四集 桂米朝（３代目） 岩波書店

1782 9784480436887 落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ 頭木弘樹 筑摩書房

1783 9784865282979 落語の行間　日本語の了見 重金敦之 左右社

1784 9784305709332 噺家の女房が語る落語案内帖 櫻庭由紀子 笠間書院

1785 9784480437136 噺は生きている：「古典落語」進化論 広瀬和生 筑摩書房

1786 9784062884174 ビ－トたけしと北野武 近藤正高 講談社

1787 9784000611305 上方漫才黄金時代 戸田学 岩波書店

1788 9784000221641 いとしこいし想い出がたり 喜味こいし：戸田学 岩波書店

1789 9784000221436 いとしこいし漫才の世界 喜味こいし：戸田学 岩波書店

1790 9784796703635 浪花節流動する語り芸 真鍋昌賢 せりか書房

1791 9784796703871 浪花節の生成と展開：語り芸の動態史にむけて 真鍋昌賢 せりか書房

1792 9784642058483 〈ものまね〉の歴史：仏教・笑い・芸能 石井公成 吉川弘文館

1793 9784434022937 唇が動くのがわかるよ：腹話術の歴史と芸術
ヴァレンタイン・ヴォック
ス：清水重夫（１９４３
－）

アイシ－メディックス(発
売：星雲社)

1794 9784490209570 日本奇術文化史 河合勝：長野栄俊 東京堂出版

1795 9784320110472 数学で織りなすカ－ドマジックのからくり
パ－シ・ダイアコニス：
ロン・グラハム

共立出版

1796 9784757150829 天一一代：明治のス－パ－マジシャン 藤山新太郎 ＮＴＴ出版

1797 9784490305920 復刻奇術研究．２期　１～３ 東京堂出版

1798 9784490210347 近代日本奇術文化史 河合勝：長野栄俊 東京堂出版



1799 9784863134690
トリックといかさま図鑑：奇術・心霊・超能力・錯誤
の歴史

マシュ－・Ｌ．トンプキン
ス：定木大介

日経ナショナルジオグラ
フィック社(発売：日経ＢＰ
マ－ケティン)

1800 9784490210446 ユ－ジン・バ－ガ－マジック・コレクション
ユ－ジン・バ－ガ－：リ
チャ－ド・カウフマン

東京堂出版

1801 9784642080743 幕末明治見世物事典 倉田喜弘 吉川弘文館

1802 9784775401491
日本人登場：西洋劇場で演じられた江戸の見世
物

三原文 松柏社

1803 9784797673371
ショコラ：歴史から消し去られたある黒人芸人の
数奇な生涯

ジェラ－ル・ノワリエル：
舘葉月

集英社インタ－ナショナル
(発売：集英社)

1804 9784796703420
〈サ－カス学〉誕生：曲芸・クラウン・動物芸の文化
誌

大島幹雄 せりか書房

1805 9784894891173 韓国サ－カスの生活誌：移動の人類学への招待 林史樹 風響社

1806 9784756606945 サ－カス：起源・発展・展望
エヴゲニイ・クズネツォ
フ：桑野隆

ありな書房

1807 9784560096635
文化空間のなかのサ－カス：パフォ－マンスとアト
ラクションの人類学

オリガ・ブレニナ＝ペト
ロヴァ：桑野隆

白水社

1808 9784894891364
１９９０年代韓国のサ－カス日誌：木戸口からみた
興行記録

林史樹 風響社

1809 9784560098233 踊る熊たち：冷戦後の体制転換にもがく人々
ヴィトルト・シャブウォフ
スキ：芝田文乃

白水社

1810 9784480433961 江戸の大道芸人：都市下層民の世界 中尾健次 筑摩書房

1811 9784784519170
演歌の明治ン大正テキヤ：フレ－ズ名人・添田唖
蝉坊作品と社会

社会評論社：添田唖蝉
坊

社会評論社

1812 9784894538368
ギリヤ－ク尼ケ崎：「鬼の踊り」から「祈りの踊り」
へ

ギリヤ－ク尼ケ崎：植
村佳弘

北海道新聞社

1813 9784760131563 図説江戸大道芸事典 宮尾興男 柏書房

1814 9784896595185 ボ－ルジャグリング百科
チャ－リ－・ダンシ－：
井上恵介

遊戯社

1815 9784866021003 日本大道芸事典 光田憲雄 岩田書院

1816 9784585270447 国策紙芝居からみる日本の戦争
神奈川大学日本常民
文化研究所非文字資
料研：「戦時下日本の

勉誠出版

1817 9784893471277 紙芝居文化史：資料で読み解く紙芝居の歴史 石山幸弘 萌文書林

1818 9784787220233 紙芝居と〈不気味なもの〉たちの近代 姜竣 青弓社

1819 9784006030964 紙芝居昭和史 加太こうじ 岩波書店

1820 9784062883283 タモリと戦後ニッポン 近藤正高 講談社

1821 9784434172595 元気になる毒蝮三太夫語録
毒蝮三太夫：山中伊知
郎

山中企画(発売：星雲社)

1822 9784880376813
地方自治体の補助金にみる政治的中立性：石川
県ＭＩＣＥ助成金不交付問題

榊原秀訓 自治体研究社



1823 9784587414603
通訳ガイド用語辞典：日本の地理・歴史を理解す
るために

岸貴介 法学書院

1824 9784883532575
ホテル・宿泊施設開発最前線：千客万来。２０年
へ開業ラッシュ。注目デベロッパ－、

産業タイムズ社

1825 9784166611089 ２０４０年全ビジネスモデル消滅 牧野知弘 文藝春秋

1826 9784903269443
ＪＮＴＯ訪日旅行誘致ハンドブック：アジア６市場
編．２０１６

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1827 9784903269429
ＪＮＴＯ訪日旅行誘致ハンドブック．２０１５（アジア
新興市場編）

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1828 9784587416355 通訳ガイド韓国語分野別過去問 呉英元 法学書院

1829 9784903269405
ＪＮＴＯ訪日旅行誘致ハンドブック．２０１４（欧米豪
６市場編）

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1830 9784903269375
ＪＮＴＯ訪日旅行誘致ハンドブック．２０１３（アジア
６市場編）

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1831 9784502472503
事例でわかる旅館・ホテル・ゴルフ場の再生実
務：法務・会計・税務

新日本有限責任監査
法人：西村あさひ法律
事務所

中央経済社(発売：中央経
済グル－プパブ)

1832 9784822249380 一生の仕事が見つかるディズニ－の教え 大住力
日経ＢＰ(発売：日経ＢＰマ
－ケティン)

1833 9784888941723
新たな集客に挑む！インバウンドＢＵＳＩＮＥＳＳ：
外国人旅行者の集客による市場開発、地域振興
のための

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1834 9784623064106
性愛空間の文化史：「連れ込み宿」から「ラブホ」
まで

金益見 ミネルヴァ書房

1835 9784766720327 帝国ホテルお客さまが感謝する理由 国友隆一 経済界

1836 9784087206296 帝国ホテルの流儀 犬丸一郎 集英社

1837 9784490207262 鉄道ファンのためのトレインビュ－・ホテル 伊藤博康 東京堂出版

1838 9784502232503 レジャ－産業の会計実務 あずさ監査法人
中央経済社(発売：中央経
済グル－プパブ)

1839 9784903269221 ＪＮＴＯ訪日外客消費動向調査．２００７－２００８ 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1840 9784903269238 ＪＮＴＯ訪日外客訪問地調査．２００７－２００８ 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1841 9784860001537 新・日本のテ－マパ－ク研究 奥野一生 竹林館

1842 9784761524333 温泉地再生：地域の知恵が魅力を紡ぐ 久保田美穂子 学芸出版社（京都）

1843 9784903269153
ＪＮＴＯ訪日外客実態調査．２００６－２００７　訪問
地調査

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1844 9784771018754 旅行取引論 廣岡裕一 晃洋書房

1845 9784903269122
ＪＮＴＯ訪日外国人旅行の経済波及効果調査報
告書：ビジット・ジャパン・キャンペ－ン目標（２０１
０年訪

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1846 9784000254557 ヨ－ロッパの温泉保養地を歩く 阿岸祐幸：飯島裕一 岩波書店



1847 9784750322513 日本のホテル産業１００年史 木村吾郎 明石書店

1848 9784560049488 山の上ホテル物語 常盤新平 白水社

1849 9784863585874
都市を予約する：都市ア－キビスト会議ジャ－ナ
ル

都市ア－キビスト会議 建築資料研究社

1850 9784434275630 サ－ビスを超える極意「旅館ホテル」のおもてなし 大谷晃：鈴木はるみ
キクロス出版(発売：星雲
社)

1851 9784903721835 ホテルデ－タブック．２０２０
週刊ホテルレストラン
編集部

オ－タパブリケイションズ

1852 9784883533060
ホテル・宿泊施設計画総覧：業界トレンドと開発情
報が分かる！個別案件、マ－ケッ．２０２０年版

産業タイムズ社

1853 9784794425737 宿泊産業論：ホテルと旅館の事業展開 徳江順一郎 創成社

1854 9784426126643
ＩＲ〈統合型リゾ－ト〉がわかる厳選キ－ワ－ド５０
０

谷岡辰郎 自由国民社

1855 9784771034662
現代旅行のア－キテクチャ：パッケ－ジツア－の
構造とその変化

野口洋平 晃洋書房

1856 9784130461337 温泉の経済史：近代日本の資源管理と地域経済 高柳友彦 東京大学出版会

1857 9784887483880 外国人避暑地日光中禅寺 手嶋潤一 随想舎

1858 9784478084823 ＭＩＣＥ入門編：日本再興のカギ
コンベンションリンケ－
ジ

ダイヤモンド・ビジネス企
画(発売：ダイヤモンド社)

1859 9784588010477
インティマシ－あるいはインテグリティ－：哲学と
文化的差異

ト－マス・Ｐ．カス－リ
ス：衣笠正晃

法政大学出版局

1860 9784875593140
文明と哲学：日独文化研究所年報．第８号（２０１
６年）

日独文化研究所(発売：こ
ぶし書房)

1861 9784588010330 技術の道徳化：事物の道徳性を理解し設計する
ピ－タ－・ポ－ル・フェ
ルベ－ク：鈴木俊洋

法政大学出版局

1862 9784560083758 文明と文化の思想 松宮秀治 白水社

1863 9784790716112 「３・１１」後の技術と人間：技術的理性への問い 杉田聡 世界思想社

1864 9784130065009 比較文明 伊東俊太郎 東京大学出版会

1865 9784624011734
共生のための技術哲学：「ユニバ－サルデザイ
ン」という思想

村田純一 未来社

1866 9784791762729 文化と現実界：新たな文化理論のために
キャサリン・ベルジ－：
高桑陽子

青土社

1867 9784000225304 技術への問い
アンドル－・フィ－ンバ
－グ：直江清隆

岩波書店

1868 9784791772353 「かわいい」の世界：ザ・パワ－・オブ・キュ－ト
サイモン・メイ：吉嶺英
美

青土社

1869 9784896426014 日本人と西洋文化 にしくにさき 未知谷

1870 9784865791440 観光白書コンパクト版．平成３０年版 観光庁
日経印刷(発売：全国官報
販売協同組合)



1871 9784865791433 観光白書．平成３０年版 観光庁
日経印刷(発売：全国官報
販売協同組合)

1872 9784907209865 旅館が温泉観光を活性化する 松田充史
大阪公立大学共同出版
会

1873 9784888941853
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３６回（平成２９年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1874 9784425983117
洞窟の疑問３０：探検から観光、潜む生物まで、
のぞきたくなる未知の世

日本洞窟学会：伊藤田
直史

成山堂書店

1875 9784765525985
海洋性レクリエ－ション施設：計画とデザイン・ク
ル－ズ観光からダイビングスポット

畔柳昭雄：齋藤浩行 技報堂出版

1876 9784888941846 数字でみる観光．２０１７年度版 日本観光振興協会 日本観光振興協会

1877 9784486021643 宇宙建築．１ 十亀昭人：ＴＮＬ 東海大学出版部

1878 9784894913431 マカオの空間遺産：観光都市の形成と居住環境 是永美樹 萌文社

1879 9784903269474 日本の国際観光統計．２０１６年版 日本政府観光局
国際観光サ－ビスセンタ
－

1880 9784779511769 バリと観光開発：民主化・地方分権化のインパクト 井澤友美 ナカニシヤ出版

1881 9784865630282 余暇・レジャ－＆観光総合統計．２０１８－２０１９ 三冬社

1882 9784874986264 観光コ－スでないサイゴン　（ホ－チミン） 野島和男 高文研

1883 9784535558717
博覧会と観光：復興と地域創生のための観光戦
略

桑田政美 日本評論社

1884 9784883256112
観光都市中心部の再構築：滋賀県長浜市の事例
研究

大橋松貴 サンライズ出版（彦根）

1885 9784888941839
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３５回（平成２８年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1886 9784480016522
アガサ・クリスティ－の大英帝国：名作ミステリと
「観光」の時代

東秀紀 筑摩書房

1887 9784843350119 近代中国都市案内集成．第４１巻 松重充浩：木之内誠 ゆまに書房

1888 9784888941822 数字でみる観光．２０１６年度版 日本観光振興協会 日本観光振興協会

1889 9784903269450 日本の国際観光統計．２０１５年版 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1890 9784863870758
観光地域調査法：ＧＩＳを用いた実践的調査手法
の解説

金徳謙 美巧社

1891 9784888941815
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３４回（平成２７年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1892 9784589037541
エアライン／エアポ－ト・ビジネス入門：観光交流
時代のダイナミズムと戦略

高橋望：横見宗樹 法律文化社

1893 9784831514363
地域と連携する大学教育の挑戦：愛媛大学法文
学部総合政策学科地域・観光まちづくりコ

大西正志：竹内康博 ぺりかん社

1894 9784888941808 数字でみる観光．２０１５年度版 日本観光振興協会 日本観光振興協会



1895 9784903269436 日本の国際観光統計．２０１４年版 日本政府観光局
国際観光サ－ビスセンタ
－

1896 9784865630107 余暇・レジャ－＆観光総合統計．２０１６－２０１７ 三冬社

1897 9784905374800
「子ども観光大使」の育て方：小学校発ふるさと再
生プロジェクト

松崎力 学芸みらい社

1898 9784411005397
即効！フランス語作文：自己紹介・メ－ル・レシ
ピ・観光ガイド

足立和彦：岩村和泉 駿河台出版社

1899 9784888941785
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３３回（平成２６年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1900 9784561762065
チャイナタウン，ゲイバ－，レザ－サブカルチャ
－，ビ－ト，そして街は観光の聖地とな：「本物」が
息づくサンフランシスコ近隣地区

畢滔滔 白桃書房

1901 9784874985663 観光コ－スでないミャンマ－（ビルマ） 宇田有三 高文研

1902 9784864340465 東アジアの社会・観光・企業 朴峰寛：劉水生 五絃舎

1903 9784541040138 農・食・観光クラスタ－の展開 溝辺哲男：朽木昭文 農林統計協会

1904 9784788806979
神が創った楽園：オセアニア／観光地の経験と文
化

河合利光 時潮社

1905 9784860659912 アメリカスのまなざし：再魔術化される観光
天理大学アメリカス学
会

天理大学出版部(発売：萌
書房)

1906 9784781701905
学者たちが本気で考えた『ワンピ－ス』：「芸術観
光学」の冒険

平居謙 デ－タハウス

1907 9784903269412 日本の国際観光統計．２０１３年版 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1908 9784540131455 宮本常一講演選集．５ 宮本常一：田村善次郎 農山漁村文化協会

1909 9784888941754
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３２回（平成２５年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1910 9784805752289
証言で学ぶ「沖縄問題」：観光しか知らない学生
のために

松野良一：中央大学 中央大学出版部

1911 9784384334371 ベ－シック観光英語
全国語学ビジネス観光
教育協会

三修社

1912 9784623066384 シリ－ズ２１世紀の社会福祉．１７ 川村匡由：立岡浩 ミネルヴァ書房

1913 9784903269382 日本の国際観光統計．２０１２年版 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1914 9784888941747
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３１回（平成２４年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1915 9784384057249
観光のための初級英単語と用例：観光英検３級
～２級対応

山口百々男：藤田玲子 三修社

1916 9784888941730
全国観光動向：都道府県別観光地入込客統計．
平成２２年（度）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1917 9784772231510 観光地の自然学：ジオパ－クでまなぶ 小泉武栄 古今書院

1918 9784903269368 日本の国際観光統計．２０１１年版 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－



1919 9784771024106 地方観光政策と観光まちづくりの展開 中尾清 晃洋書房

1920 9784888941716
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３０回（平成２３年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1921 9784843339282 近代中国都市案内集成．第１７巻 吉澤誠一郎 ゆまに書房

1922 9784821605194 観光考古学 坂詰秀一 ニュ－・サイエンス社

1923 9784888941709
地域観光協会『観光まちづくり』実態調査報告書：
持続可能な観光振興に向けて、今後の課題と
は？

日本観光振興協会

1924 9784794480552 数字でみる観光．２０１１－２０１２年度版 日本観光振興協会 創成社

1925 9784888941693
全国観光動向：都道府県別観光地入込客統計．
平成２１年（度）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1926 9784903269337 日本の国際観光統計．２０１０年版 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1927 9784904022733
余暇・レジャ－＆観光統計年報．２０１２－２０１３
年版

三冬社

1928 9784888941686
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第２９回（平成２２年度版）

日本観光協会 日本観光振興協会

1929 9784779505515 観光研究レファレンスデ－タベ－ス．日本編 江口信清：藤巻正己 ナカニシヤ出版

1930 9784022599728 紀元二千六百年：消費と観光のナショナリズム
ケネス・Ｊ．ルオフ：木村
剛久

朝日新聞出版

1931 9784794480446 数字でみる観光．２０１０－２０１１年度版 日本観光協会 創成社

1932 9784888941662
全国観光動向：都道府県別観光地入込客統計．
平成２０年（度）

日本観光協会 日本観光振興協会

1933 9784794423368 はじめての国際観光学 山口一美：椎野信雄 創成社

1934 9784888941655
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第２８回（平成２１年度版）

日本観光協会 日本観光振興協会

1935 9784496046391 観光立国を支える航空輸送事業 三田譲：塩谷さやか 同友館

1936 9784903269269
世界と日本の国際観光交流の動向：ＪＮＴＯ国際
観光白書．２００９年版

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1937 9784875512172
訪日旅行市場におけるディスティネ－ション・マ－
ケティング研究：中国人観光客誘致を事例として

劉明 くんぷる

1938 9784872592146
映画「大大阪観光」の世界：昭和１２年のモダン都
市

橋爪節也：大阪大学総
合学術博物館

大阪大学出版会

1939 9784888941624
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第２７回（平成２０年度版）

日本観光協会 日本観光振興協会

1940 9784772271066 文化観光論：理論と事例研究．下巻
メラニ－・Ｋ．スミス：マ
イク・ロビンソン

古今書院

1941 9784772271059 文化観光論：理論と事例研究．上巻
メラニ－・Ｋ．スミス：マ
イク・ロビンソン

古今書院

1942 9784623053346 現代の観光事業 北川宗忠 ミネルヴァ書房



1943 9784762019272
近・現代日本の国民生活と企業：インセンティブと
観光

佐藤一昭 学文社

1944 9784818820418
虚構ビジネス・モデル：観光・鉱業・金融の大正バ
ブル史

小川功 日本経済評論社

1945 9784888941617
全国観光動向：都道府県別観光地入込客統計．
平成１８年（度）

日本観光協会 日本観光振興協会

1946 9784560026410 カプリ島：地中海観光の文化史 河村英和 白水社

1947 9784903269207
世界と日本の国際観光交流の動向：ＪＮＴＯ国際
観光白書．２００８年版

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1948 9784863330085
学生が見た済南社会：農村・企業・水環境・緑色
食品・観光業

愛知大学 愛知大学(発売：あるむ)

1949 9784903269184 日本の国際観光統計．２００７年版 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1950 9784762018435 環境教育と地域観光資源 藤岡達也 学文社

1951 9784812208212 日本が支える観光大国アメリカ：歴史・文化・経済 浅羽良昌 昭和堂（京都）

1952 9784832966963 観光と北海道経済：地域を活かすマ－ケティング 佐藤郁夫 北海道大学出版会

1953 9784303563004 北東アジア観光の潮流 大藪多可志：大内東 海文堂出版

1954 9784888941563
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第２６回（平成１９年度版）

日本観光協会 日本観光振興協会

1955 9784816920868
事典・日本の観光資源：〇〇選と呼ばれる名所１
５０００

日外アソシエ－ツ 日外アソシエ－ツ

1956 9784771019126 「観光立国」と地域観光政策
鈴木茂（経済学）：奥村
武久

晃洋書房

1957 9784888941549
全国観光動向：都道府県別観光地入込客統計．
平成１７年（度）

日本観光協会 日本観光振興協会

1958 9784794480262 数字でみる観光．２００７－２００８年度版 日本観光協会 創成社

1959 9784887307780 地域からみる観光学 小松原尚 大学教育出版

1960 9784903145334
観光政策学：政策展開における観光基本法の指
針性及び観光関係法制

寺前秀一 明月堂書店

1961 9784903269146 日本の国際観光統計．２００６年版 国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1962 9784892595486 観光京都研究叙説 杉野圀明 文理閣

1963 9784811572710 都市観光のマ－ケティング
ボニ－タ・Ｍ．コルブ：
近藤勝直

多賀出版

1964 9784903269139
世界と日本の国際観光交流の動向：ＪＮＴＯ国際
観光白書．２００７年版

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1965 9784990229603 観光白書．平成１９年版 国土交通省 コミュニカ

1966 9784861630453 民族の幻影：中国民族観光の行方 高山陽子 東北大学出版会



1967 9784812207192 日本を変える観光力：地域再生への道を探る 堀川紀年 昭和堂（京都）

1968 9784762825422 観光旅行の心理学 佐々木土師二 北大路書房

1969 9784759915921 村落共有空間の観光的利用 池俊介 風間書房

1970 9784903269085
世界と日本の国際観光交流の動向：ＪＮＴＯ国際
観光白書．２００６年版

国際観光振興機構
国際観光サ－ビスセンタ
－

1971 9784750322100
南太平洋における土地・観光・文化：伝統文化は
誰のものか

白川千尋 明石書店

1972 9784794421654 現代交通観光辞典
秋山義継：井上博文（１
９４０－）

創成社

1973 9784811568713 観光のマ－ケティング
レス・ラムズドン：奥本
勝彦

多賀出版

1974 9784762012754 オ－ストラリアの観光と食文化 朝水宗彦 学文社

1975 9784495369415 新しい観光振興：発想と戦略 長谷政弘 同文舘出版

1976 9784894898035
文化のディスプレイ：東北アジア諸社会における
博物館、観光、そして民族文

瀬川昌久（文化人類
学）

風響社

1977 9784820588276 政府白書目次総覧．第３６巻 日本図書センタ－

1978 9784759913361 チロルのアルム農業と山岳観光の共生 池永正人 風間書房

1979 9784875510437 タイ観光論 岩田隆一 くんぷる

1980 9784903269498 日本の国際観光統計．２０１７年版 日本政府観光局
国際観光サ－ビスセンタ
－

1981 9784888941860 数字でみる観光．２０１８年度版 日本観光振興協会 日本観光振興協会

1982 9784874986691
観光コ－スでないワシントン：歴史と戦争が刻ま
れる街

福田直子 高文研

1983 9784756251480
地域発！つながる・集める施設のデザイン：市町
村・商店街の交流・観光・宿泊施設特集

パイインタ－ナショナル パイインタ－ナショナル

1984 9784817845450
各種財団に関する登記：鉱業財団、漁業財団、港
湾運送事業財団、観光施設財団

五十嵐徹 日本加除出版

1985 9784888941877
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３７回（平成３０年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

1986 9784865630480 余暇・レジャ－＆観光総合統計．２０２０－２０２１ 三冬社

1987 9784782305799 観光客・留学生・地球規模の労働者 朝水宗彦 嵯峨野書院

1988 9784866020853
現代修験道の宗教社会学：山岳信仰の聖地「吉
野・熊野」の観光化と文化資源化

天田顕徳 岩田書院

1989 9784862002310 誇れる郷土デ－タ・ブック．２０２０年版
古田陽久：世界遺産総
合研究所

シンクタンクせとうち総合
研究機構

1990 9784761527440
ＤＭＯのプレイス・ブランディング：観光デスティネ
－ションのつくり方

宮崎裕二：岩田賢 学芸出版社（京都）



1991 9784874248379 観光言語を考える 山川和彦 くろしお出版

1992 9784771033696
イスラム文化と観光：ムスリム・インバウンドの教
科書

林良〓 晃洋書房

1993 9784794480965
旅と語りを科学する：観光におけるナラティブの活
用可能性

ジャックリ－ン・ティバ
－ス：ティヤナ・ラケッチ

創成社

1994 9784864341196
東アジアの社会・観光・経営：亜東経済国際学会
創立３０周年記念論文集

原口俊道：國〓歩 五絃舎

1995 9784865792362 観光白書コンパクト版．令和２年版 観光庁
日経印刷(発売：全国官報
販売協同組合)

1996 9784896942774 日本の観光：昭和初期観光パンフレットに見る 谷沢明 八坂書房

1997 9784892598777 観光立国政策と観光都市京都 広原盛明 文理閣

1998 9784772253352 都市・地域観光の新たな展開 安福恵美子：天野景太 古今書院

1999 9784875510482 インバウンド観光と留学生
朝水宗彦：オ－スティ
ン・ウザマ

くんぷる

2000 9784065212905
観光は滅びない：９９．９％減からの復活が京都
からはじまる

中井治郎 星海社(発売：講談社)

2001 9784843357064 戦後博覧会資料集成．第１０巻 福間良明 ゆまに書房

2002 9784866700922 観光朝鮮復刻版第１回配本（全３巻セット） クレス出版

2003 9784761527501
インバウンド再生：コロナ後への観光政策をイタリ
アと京都から考える

宗田好史 学芸出版社（京都）

2004 9784846019587
本気で観光ボランティアガイド：旅行者を必ず満
足させるテクニック

渡辺康洋
桜美林大学出版会(発売：
論創社)

2005 9784903269535 日本の国際観光統計．２０１９年 日本政府観光局
国際観光サ－ビスセンタ
－

2006 9784909933201
マ－ケティングを活用した港まち再生と観光開
発：第２ゴ－ルデンル－ト瀬戸内「創造的内海」

松本英之
大阪公立大学共同出版
会

2007 9784794432148
「復興のエンジン」としての観光：「自然災害に強
い観光地」とは

室崎益輝：橋本俊哉 創成社

2008 9784866700939 観光朝鮮復刻版第２回配本（全４巻＋別冊セット） クレス出版

2009 9784335552045
いま私たちをつなぐもの：拡張現実時代の観光と
メディア

山田義裕：岡本亮輔 弘文堂

2010 9784888941914
観光の実態と志向：国民の観光に関する動向調
査．第３９回（令和２年度版）

日本観光振興協会 日本観光振興協会

2011 9784623090884
旅行者と地域が創造する「ものがたり観光」：宇
治・伏見観光のいまとこれから

片山明久 ミネルヴァ書房

2012 9784771034891
聖地・熊野と世界遺産：宗教・観光・国土開発の
社会学

田中滋：寺田憲弘 晃洋書房

2013 9784495390419 観光地理学入門：美観の観光資源の活用 池永正人 同文舘出版

2014 9784779515354 深掘り観光のススメ：読書と旅のはざまで 井口貢 ナカニシヤ出版



2015 9784496055331
観光ビジネス未来白書：統計に見る実態・分析か
ら見える未来戦略．２０２１年版

加藤弘治 同友館

2016 9784817604620 観光地誌学：観光から地域を読み解く 飯塚遼：菊地俊夫 二宮書店

2017 9784807165759
地理認識の教育学：探検・地理区から防災・観光
まで

寺本潔 帝国書院

2018 9784901988377
転換する観光経験：ポスト社会主義国キルギスに
おけるソ連時代経験者の観

グリザット・アコマトベコ
ワ

立教大学出版会(発売：丸
善雄松堂)

2019 9784896942842
日本の観光：昭和初期観光パンフレットに見る
《近畿・東海・北陸篇．２

谷沢明 八坂書房

2020 9784772242226 世界の観光地域 辰己眞知子 古今書院

2021 9784779515774
若者と地域観光：大都市のオルタナティブな観光
的魅力を探る

杉本興運：磯野巧 ナカニシヤ出版

2022 9784771035102 観光を科学する：観光学批判 山田良治 晃洋書房

2023 9784040006017
アニメツ－リズム白書：アニメの舞台と日本を旅し
よう．２０１８　速報版

アニメツ－リズム協会
アニメツ－リズム協会(発
売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)

2024 9784344985070 ダ－クツ－リズム：悲しみの記憶を巡る旅 井出明 幻冬舎

2025 9784771028821
メジャ－リ－グの現場に学ぶビジネス戦略：マ－
ケティング、スポンサ－シップ、ツ－リズムへの展

川上祐司 晃洋書房

2026 9784788515147
空間紛争としての持続的スポ－ツツ－リズム：持
続的開発が語らない地域の生活誌

村田周祐 新曜社

2027 9784862580993
インタ－カルチュラル：日本国際文化学会年報．１
４（２０１６）

日本国際文化学会 風行社

2028 9784324100387 地域自然資産法の解説：発展するエコツ－リズム 盛山正仁 ぎょうせい

2029 9784772271387
ベトナム・フエラグ－ンをめぐる環境誌：気候変
動・エビ養殖・ツ－リズム

平井幸弘 古今書院

2030 9784844705291
野生生物の利用管理：フ－ドシステム・エコツ－リ
ズム・エコビレッジの観点

日本大学生物資源科
学部国際地域研究所

龍渓書舎

2031 9784523177609
一から学ぶ観光英語の基礎：日本から世界へ　Ｅ
ｎｇｌｉｓｈ　ｆｏｒ　Ｔｏｕｒｉ

津田晶子 南雲堂

2032 9784384334364
ステップアップ観光英語：ＥＮＧＬＩＳＨ　ＦＯＲ　ＴＯ
ＵＲＩＳＭ－Ｉｎｔｅｒ

観光英検センタ－ 三修社

2033 9784875344292
ベガ・インクラン：スペイン・ツ－リズムの礎を築い
た人

ビセンテ・トラベル・トマ
ス：小川祐子

行路社

2034 9784812211489
農村コミュニティビジネスとグリ－ン・ツ－リズム：
日本とアジアの村づくりと水田農法

宮崎猛 昭和堂（京都）

2035 9784811903958 グリ－ン・ツ－リズム：軌跡と課題 井上和衛 筑波書房

2036 9784409240915
「反戦」と「好戦」のポピュラ－・カルチャ－：メディ
ア／ジェンダ－／ツ－リズム

高井昌吏 人文書院

2037 9784843334416 コレクション・モダン都市文化．第６３巻 和田博文 ゆまに書房

2038 9784843334409 コレクション・モダン都市文化．第６２巻 和田博文 ゆまに書房



2039 9784903269245 グリ－ンツ－リズム論ノ－ト 向山秀昭
国際観光サ－ビスセンタ
－

2040 9784761524456
これでわかる！着地型観光：地域が主役のツ－リ
ズム

尾家建生：金井萬造 学芸出版社（京都）

2041 9784888941587 ヘルスツ－リズム事例集 日本観光協会 日本観光振興協会

2042 9784886941985
ドイツ－グリ－ン・ツ－リズム考：田園ビジネスを
創出したダイナミズム

鈴江恵子 東京農業大学出版会

2043 9784275005557
グロ－バル・ツ－リズムの進展と地域コミュニティ
の変容：バリ島のバンジャ－ルを中心として

吉原直樹 御茶の水書房

2044 9784888941518
ヘルスツ－リズムの推進に向けて：ヘルスツ－リ
ズムに関する調査報告書

日本観光協会 日本観光振興協会

2045 9784901988087 Ｔｏｕｒｉｓｍ　ａｎｄ　ｕｒｂａｎ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ 杜国慶
立教大学出版会(発売：丸
善雄松堂)

2046 9784812206263
日本とアジアの農業・農村とグリ－ン・ツ－リズ
ム：地域経営／体験重視／都市農村交流

宮崎猛 昭和堂（京都）

2047 9784772215763 ア－バンツ－リズム：都市観光論 淡野明彦 古今書院

2048 9784794421562
グリ－ンツ－リズム：文化経済学からのアプロ－
チ

駄田井正：西川芳昭 創成社

2049 9784040006024
アニメツ－リズム白書：アニメの舞台と日本を旅し
よう．２０１９

アニメツ－リズム協会
アニメツ－リズム協会(発
売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)

2050 9784750348735
国際退職移住とロングステイツ－リズム：マレ－
シアで暮らす日本人高齢者の民族誌

小野真由美 明石書店

2051 9784863331594
学生が見た台湾社会：企業活動・ツ－リズム　第
２１回愛知大学現代中国学部．２０１９

愛知大学現代中国学
部現地研究調査委員
会

愛知大学(発売：あるむ)

2052 9784947553867
会いたい気持ちが動かすファンツ－リズム：韓流
ブ－ムが示唆したもの、嵐ファンに教わったこと

幸田麻里子：臺純子 流通経済大学出版会

2053 9784771033658 スポ－ツツ－リズム入門
ジェ－ムス・ハイアム：
トム・ヒンチ

晃洋書房

2054 9784897422596
沖縄の染め織りと人びとの暮らし：家族と地域文
化、経済とツ－リズムから考える

松本由香：佐野敏行 琉球新報社

2055 9784623090105 ケ－スで読み解くデジタル変革時代のツ－リズム 島川崇：神田達哉 ミネルヴァ書房

2056 9784788517066 観光のレッスン：ツ－リズム・リテラシ－入門
山口誠（文化社会学）：
須永和博

新曜社

2057 9784890107858
持続可能なコミュニティベ－ス農村ツ－リズム入
門

カイル－ル・ヒシャム・
カマルディン：山下良平

能登印刷出版部

2058 9784832968677
コンテンツツ－リズム：メディアを横断するコンテン
ツと越境するファンダム

山村高淑：フィリップ・シ
－トン

北海道大学出版会

2059 9784040006062 アニメツ－リズム白書．２０２１ アニメツ－リズム協会
アニメツ－リズム協会(発
売：ＫＡＤＯＫＡＷＡ)

2060 9784623091881
観光人類学のフィ－ルドワ－ク：ツ－リズム現場
の質的調査入門

市野澤潤平：碇陽〓 ミネルヴァ書房

2061 9784166613137 悲劇の世界遺産：ダ－クツ－リズムから見た世界 井出明 文藝春秋

2062 9784623083763
障害者福祉サ－ビス従事者におけるホスピタリ
ティ意識の形成

星野晴彦（社会福祉） ミネルヴァ書房



2063 9784765805667 ホスピタリティと会計 西澤健次 国元書房

2064 9784907035297
介護職のための接遇マナ－：ホスピタリティマナ
－を身につけよう！

蜂谷英津子 介護労働安定センタ－

2065 9784794424495 感動経験を創るホスピタリティ・マネジメント 山口一美 創成社

2066 9784750103891
社会福祉サ－ビスとホスピタリティ：ドラッカ－理
論を踏まえて

星野晴彦 相川書房

2067 9784794424440 ブライダル・ホスピタリティ・マネジメント
徳江順一郎：遠山詳胡
子

創成社

2068 9784875512240 観光ホスピタリティ教育におけるＰＢＬの可能性 下島康史 くんぷる

2069 9784839421335
ホスピタリティ産業の戦略と会計：サ－ビス管理
のシステム情報戦略

吉村文雄 森山書店

2070 9784382056817
ザ・ホスピタリティ：「おもてなし」「思いやり」から経
営へ

中根貢 産業能率大学出版部

2071 9784899956952
ホスピタリティを伝える動物病院の接遇：写真と映
像で学ぶ実践トレ－ニングガイド

坂上緑 ＥＤＵＷＡＲＤ　Ｐｒｅｓｓ

2072 9784787819925
在宅・訪問リハビリテ－ションリスク管理実践テキ
スト：ホスピタリティに基づく医療サ－ビス

石黒友康：大森豊
ヌンク(発売：診断と治療
社)

2073 9784762022784 魅力行動学ビジネス講座．２ 古閑博美 学文社

2074 9784382056466 サ－ビス＆ホスピタリティ・マネジメント
サ－ビス＆ホスピタリ
ティ・マネジメント研：徳
江順一郎

産業能率大学出版部

2075 9784502681806
ホテル・マ－ケティング・ブック：ＥＨＭ（Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ
ｓ　ｏｆ　Ｈｏｓｐｉｔａ

仲谷秀一：杉原淳子
中央経済社(発売：中央経
済グル－プパブ)

2076 9784589030726
ホスピタリティ精神の深化：おもてなし文化の創造
に向けて

山上徹 法律文化社

2077 9784782304761
ホスピタリティ・マ－ケティング：感性ゆたかなホテ
ルを創る

杉原淳子 嵯峨野書院

2078 9784621076934
ホスピタリティ・マネジメント学原論：新概念として
のフレ－ムワ－ク

服部勝人 丸善出版

2079 9784561264286 ホスピタリティ・リ－ダ－シップ 吉原敬典 白桃書房

2080 9784896593112 ホスピタリティ・トレ－ニング 宇田川光雄 遊戯社

2081 9784786700842
「女子力」を活かすホスピタリティ教育：女子大学
おもてなし教育への新たな可能性

永田美江子 白川書院

2082 9784623089451
ホスピタリティマネジメントが介護を変える：サ－ビ
ス偏重から双方向の関わり合いへ

吉原敬典 ミネルヴァ書房

2083 9784909154644 竹中工務店のホスピタリティデザイン 東輪堂 建築画報社


