
神長 現代ロシア論
2019年度

資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所

ユーラシア・ブックレット シリーズ　  ユーラシア・ブックレット編集

委員会企画・編集 　東洋書店　（197冊）

一般図書

11025037 セカンドハンドの時代 : 「赤い国」を生きた人びと / スヴェトラーナ・

アレクシエーヴィチ [著] ; 松本妙子訳. -- 岩波書店, 2016.9.

238.07/A41 一般図書

10017068 ロシア史 / 田中陽兒, 倉持俊一, 和田春樹編 ; 1, 2, 3. -- 山川出版社,

1994.10-1997.4. -- (世界歴史大系).

238/TA84/1 一般図書

10017069 ロシア史 / 田中陽兒, 倉持俊一, 和田春樹編 ; 1, 2, 3. -- 山川出版社,

1994.10-1997.4. -- (世界歴史大系).

238/TA84/2 一般図書

10030801 ロシア文学案内 / 藤沼貴, 小野理子, 安岡治子著. -- 新版. -- 岩波書店,

2000.4. -- (岩波文庫 ; 別冊-2 ; 35-000-2).

980/F64 新書・文庫

コーナー

10033368 ロシア史 / 田中陽兒, 倉持俊一, 和田春樹編 ; 1, 2, 3. -- 山川出版社,

1994.10-1997.4. -- (世界歴史大系).

238/TA84/3 一般図書

10052082 はじめて学ぶロシア文学史 / 藤沼貴, 水野忠夫, 井桁貞義編著. -- ミネル

ヴァ書房, 2003.9. -- (シリーズ・はじめて学ぶ文学史 ; 5).

980.2/F64 一般図書

10072243 図説帝政ロシア : 光と闇の200年 / 土肥恒之著. -- 河出書房新社, 2009.2.

-- (ふくろうの本).

238.05/D82 一般図書

10082100 ソ連史 / 松戸清裕著. -- 筑摩書房, 2011.12. -- (ちくま新書 ; 935). 238.07/Ma75 新書・文庫

コーナー

10086377 新史料で読むロシア史 / 中嶋毅編. -- 山川出版社, 2013.3. 238/N42 一般図書

11003959 戦争は女の顔をしていない / スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ [著]

; 三浦みどり訳. -- 岩波書店, 2016.2. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 295).

986/A41 一般図書

11003960 チェルノブイリの祈り : 未来の物語 / スベトラーナ・アレクシエービッ

チ [著] ; 松本妙子訳. -- 岩波書店, 2011.6. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 225).

986/A41 一般図書

11003961 ボタン穴から見た戦争 : 白ロシアの子供たちの証言 / スヴェトラーナ・

アレクシエーヴィチ [著] ; 三浦みどり訳. -- 岩波書店, 2016.2. -- (岩波現

代文庫 ; 社会 ; 296).

986/A41 一般図書

10093866 冷戦と平和共存 / 松戸清裕責任編集. -- 岩波書店, 2017.8. -- (ロシア革命

とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 ; 3).

238.07/Ma75/

3

一般図書

10093867 人間と文化の革新 / 松戸清裕 [ほか] 編. -- 岩波書店, 2017.9. -- (ロシア革

命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 ; 4).

238.07/Ma75/

4

一般図書

10093868 越境する革命と民族 / 宇山智彦責任編集. -- 岩波書店, 2017.10. -- (ロシ

ア革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 ; 5).

238.07/Ma75/

5

一般図書

11003935 ロシア革命 : 破局の8か月 / 池田嘉郎著. -- 岩波書店, 2017.1. -- (岩波新

書 ; 新赤版 1637).

238.07/I32 新書・文庫

コーナー

10081653 ロシアの歴史 : ロシア中学・高校歴史教科書 / アレクサンドル・ダニロ

フ, リュドミラ・コスリナ著 ; 上, 下. -- 明石書店, 2011.7. -- (世界の教科

書シリーズ ; 31-32).

238/D37/1 一般図書

10081654 ロシアの歴史 : ロシア中学・高校歴史教科書 / アレクサンドル・ダニロ

フ, リュドミラ・コスリナ著 ; 上, 下. -- 明石書店, 2011.7. -- (世界の教科

書シリーズ ; 31-32).

238/D37/2 一般図書

10093290 メイド・イン・ソビエト : 二十世紀ロシアの生活図鑑 / マリーナ・コレ

ヴァ [ほか] 著 ; 神長英輔, 大野斉子訳. -- 水声社, 2018.2.

238.07/Ko55 一般図書

10077419 図説ロシアの歴史 / 栗生沢猛夫著. -- 河出書房新社, 2010.5. -- (ふくろう

の本).

238/Ku67 集密書架

10088189 図説ソ連の歴史 / 下斗米伸夫著. -- 河出書房新社, 2011.4. -- (ふくろうの

本).

238.07/Sh54 一般図書



11004627 世界戦争から革命へ / 池田嘉郎責任編集. -- 岩波書店, 2017.6. -- (ロシア

革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 ; 1).

238.07/Ma75/

1

一般図書

11004828 スターリニズムという文明 / 松井康浩, 中嶋毅責任編集. -- 岩波書店,

2017.7. -- (ロシア革命とソ連の世紀 / 松戸清裕 [ほか] 編 ; 2).

238.07/Ma75/

2

一般図書


