
多元文化論系　教員図書目録（論系室所蔵）　　　　2018年6月25日現在
教員名 番号 タイトル
伊川健二 伊川01世界史のなかの天正遣欧使節

伊川02アジアをめぐる比較芸術・デザイン学研究―日英に広がる21世紀の地平―
稲畑耕一郎 稲畑01図説 中国文明史〈1〉先史―文明への胎動

稲畑02図説 中国文明史〈2〉殷周―文明の原点 
稲畑03図説 中国文明史〈3〉春秋戦国 争覇する文明
稲畑04図説 中国文明史〈4〉秦漢 雄偉なる文明
稲畑05図説 中国文明史〈5〉魏晋南北朝―融合する文明
稲畑06図説中国文明史〈6〉隋・唐 開かれた文明
稲畑07図説 中国文明史〈7〉宋―成熟する文明
稲畑08図説 中国文明史<8> 遼西夏金元―草原の文明
稲畑09図説 中国文明史〈9〉明―在野の文明
稲畑10図説 中国文明史〈10〉清―文明の極地
稲畑11中国皇帝歴代誌
稲畑12神と人との交響楽 (図説 中国文化百華) 
稲畑13中国五千年史地図年表 陳舜臣中国ライブラリー 別巻
稲畑14一勺の水―華夷跋渉録
稲畑15徒然草―世を厭い人を恋う (智恵の贈り物)
稲畑16中国皇帝伝
稲畑17莽蒼園稾
稲畑18中國文學研究　「永靑文庫藏『文心雕龍』紀昀評註本について」

井上文則 井上01軍人皇帝時代の研究―ローマ帝国の変容
井上02ローマ皇帝群像〈2〉
井上03ローマ皇帝群像〈3〉

小田島恒志 小田島01D・H・ロレンス全詩集・完全版
小田島02ロレンス文学鑑賞事典
小田島03三人姉妹
小田島04エミリーへの手紙
小田島05かいじゅうたちのいるところ（小説版）
小田島06ファイアベリー 考えるカエル、旅に出る
小田島07もう一日 for one more day
小田島08欲望という名の電車
小田島09ささやかながら信じる心があれば
小田島10天国の五人
小田島11トム・ストッパード (2) ロックンロール
小田島12マイケル・フレイン  コペンハーゲン

紙屋敦之 紙屋01海禁と鎖国
紙屋02東アジアのなかの琉球と薩摩藩



紙屋03歴史のはざまを読む―薩摩と琉球
紙屋04琉球と日本・中国

日下力 日下01「平家物語」という世界文学
河野貴美子 河野01新羅殊異伝

河野02東アジアの漢籍遺産―奈良を中心として 
河野03東アジア世界と中国文化―文学・思想にみる伝播と再創
河野04日本における「文」と「ブンガク」
河野05本邦における支那学の発達―倉石武四郎講義
河野06中世文学の回廊 

佐藤晃 佐藤01中華思想の根源が分かる！　中国古代史入門
高屋亜希 高屋01チャイニーズカルチャーレビュー―中国文化総覧 (Vol.1)

高屋02チャイニーズカルチャーレビュー―中国文化総覧 (Vol.2)
高屋03チャイニーズカルチャーレビュー―中国文化総覧 (Vol.3)
高屋06チャイニーズカルチャーレビュー―中国文化総覧 (Vol.6)
高屋04Chainese Culture Review vol.4
高屋05Chainese Culture Review vol.5
高屋07Chainese Culture Review vol.7
高屋08北京なるほど文化読本

土田健次郎 土田01儒教入門
土田02道学の形成 
土田03近世儒学研究の方法と課題
土田0421世紀に儒教を問う
土田05「日常」の回復 ― 江戸儒学の「仁」の思想に学ぶ

エドワード・チャン チャン01THE RACIAL HORIZON OF UTOPIA
チャン02American Subcultures 現代アメリカのサブカルチャー事情

J.バーダマン J01 英会話フレーズ745
J02 英語イディオム577
J03 辞書には出ていないアメリカ英語フレーズBOOK
J04 うまい！と言われる英語スラングの使い方
J05 毎日の英文法 [2冊]
J06 あらすじで読む英国の歴史
J07 日本の宗教Q&A
J08 日本現代史
J09 外国人によく聞かれる日本の宗教
J10 ネイティブが教えるマナー違反な英会話
J11 ミシシッピ＝アメリカを生んだ大河
J12 わが心のディープサウス
J13 ロックを生んだアメリカ南部
J14 アメリカ黒人の歴史



J15 黒人差別とアメリカ公民権運動
J16 毎日の英単語
J17 日本人の英語勉強法
J18-1 アメリカ南部　大国の内なる異郷
J19 冠詞はここまで簡単になる

T.ホサイン T01 Jana Na Jana Pothe [en.Knoen Unknown Paths]
T02 Holud Bhalobasa [en.Yellow Love]
T03 NEEL
T04 Language Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts
T05 Neel O Oshoriri [en.Neel and Unseen]
T06 Ojana Gontobbe, Ochena, Ochena Shohore [en.Unknown Destination, Unknown City]
T07 Valobasar Valobasay [en.Love with Love]
T08 Bangladesher Kobita

中澤達哉 中澤01近代スロヴァキア国民形成思想史研究―「歴史なき民」の近代国民法人説ー
中澤02ハプスブルク帝国政治文化史

古屋昭弘 古屋01張自烈『正字通』字音研究
源貴志 源01 ロシア語セカンドステップ

源02 ロシア語セカンドステップ Vol.2
源03 アンコールまいにちロシア語
源04 日露異色の群像30
源05 基礎徹底マスター！　ロシア語練習ドリル
源07 昇曙夢翻訳・著作選集＜著作編2＞　革命後のロシア文学、舞台芸術大観、プロレタリヤ劇と映画及音楽
源08 昇曙夢翻訳・著作選集＜著作編3＞　露国革命と社会運動、謎のロシヤ
源09 昇曙夢翻訳・著作選集＜著作編4＞　ロシヤ・ソヴェト文学史
源10 昇曙夢翻訳・著作選集＜翻訳編1＞　ロシア民話集、白夜集
源11 昇曙夢翻訳・著作選集＜翻訳編2＞　六人集、毒の園

村井誠人 村井01デンマーク国民をつくった歴史教科書
村井02北欧史
村井03ノルウェーの社会―質実剛健な市民社会の展開
村井04北欧世界のことばと文化
村井05スウェーデンを知るための60章 
村井06デンマークを知るための68章

村田薫 村田01アラン島ほか
村田02ファンタジー [幻想文学館]
村田03怪奇現象博物館
村田04アージナリア 隠れた文学／隠された文学
村田05アメリカの小学生が学ぶ歴史教科書
村田06アメリカの小学生が学ぶ国語・数学・理科・社会教科書
村田07Cultural Literacy for Students



森由利亜 森01 道教文化への展望
森02 道教の神々と教典

柳澤明 柳澤01清朝とは何か 
柳澤02モンゴル史研究

N.ユングハイム N01 Gesture: Second Language Acquistion and Classroom Research 
N02 A Focus on Language Test Development

吉原浩人 吉原01東洋における死の思想
吉原02海を渡る天台文化
吉原03ものがたり 甲斐善光寺
吉原04真宗重宝聚英 第3巻 阿弥陀仏絵像・木像　善光寺如来絵伝
吉原05絵解き台本集

渡辺愛子 渡辺01静かなる中心 ―イギリス文学をよむ―
渡辺02愛と戦いのイギリス文化史―1900‐1950年
渡辺03愛と戦いのイギリス文化史―1951‐2010年




















