
　■伝記等

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

ひとり灯の下にて　ドナルド・キーン追悼文集 ドナルド・キーン記念財団／編 新潮社図書編集室(製作) 2021 1111131148

ドナルド・キーン自伝　増補新版 ドナルド・キーン／著 中央公論社 2019 1110957022

ドナルド・キーン　別冊太陽 平凡社 2017 1110858485

ドナルド・キーンわたしの日本語修行　 ドナルド・キーン／著 白水社 2014 1110393301

ドナルド・キーン　KAWADE道の手帖 河出書房新社 2014 1110362207

私が日本人になった理由　100年インタビュー ドナルド・キーン／著 PHP研究所 2013 1110304944

私と20世紀のクロニクル　 ドナルド・キーン／著 中央公論新社 2007 1108524743

二つの母国に生きて　 ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1987 1100256591

日本との出会い ドナルド・キーン／著 中央公論社 1972 1100610334

　■著作集・叢書

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

ドナルド・キーン著作集　第1巻～15巻・別巻 ドナルド・キーン／著 新潮社 2011～18 1108768043他

日本文学の歴史　1～18 ドナルド・キーン／著 中央公論社 1994～96 1100120714他

日本文学史　近世篇 上～近代・現代篇 8 ドナルド・キーン／著 中央公論社 1976～92 1102708714他

　■日本文学・日本文化・日本人

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

日本を寿ぐ ドナルド・キーン／著 新潮社 2021 1111223895

日本の文学 ドナルド・キーン／著 中央公論社 2020 1111293773

日本文学を読む・日本の面影 ドナルド・キーン／著 新潮社 2020 1111059844

石川啄木 ドナルド・キーン／著 新潮社 2016 1110468574

正岡子規 ドナルド・キーン／著 新潮社 2012 1110052089

日本人の戦争 ドナルド・キーン／著 文藝春秋 2009 1108847292

渡辺崋山 ドナルド・キーン／著 新潮社 2007 1108406909

足利義政 ドナルド・キーン／著 中央公論新社 2003 1108114941

日本文学は世界のかけ橋 ドナルド・キーン／著 たちばな出版 2003 1108172907

明治天皇　上巻 ドナルド・キーン／著 新潮社 2001 1105998684

明治天皇　下巻 ドナルド・キーン／著 新潮社 2001 1105998692

おくのほそ道 松尾 芭蕉／[著] 講談社インターナショナル 1996 1106018284

古典を楽しむ ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1990 1101576179

日本人の美意識 ドナルド・キーン／著 中央公論社 1990 1106702275

百代の過客　続 上 ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1988 1100681632

百代の過客　続 下 ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1988 1100681640

百代の過客　上 ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1984 1100681616

百代の過客　下 ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1984 1100681624

日本細見 ドナルド・キーン／著 中央公論社 1983 1106690173

日本文学散歩 ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1975 1100798147

日本人の西洋発見 ドナルド・キーン／著 錦正社 1957 1101379103
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　■随筆等

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン ドナルド・キーン／著 中央公論新社 2022 1111282818

ドナルド・キーンの東京下町日記 ドナルド・キーン／著 東京新聞 2019 1111044325

黄犬ダイアリー ドナルド・キーン／著 平凡社 2016 1110492434

戦場のエロイカ・シンフォニー　 ドナルド・キーン／著 藤原書店 2011 1108747211

昨日の戦地から ドナルド・キーン／編 中央公論新社 2006 1108505205

声の残り ドナルド・キーン／著 朝日新聞社 1992 1100163672

少し耳の痛くなる話 ドナルド・キーン／著 新潮社 1986 1106333451

碧い眼の太郎冠者 ドナルド・キーン／著 中央公論社 1957 1101658423

　■音楽

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

ドナルド・キーンのオペラへようこそ! ドナルド・キーン／著 文藝春秋 2019 1110958673

音楽の出会いとよろこび ドナルド・キーン／著 音楽之友社 1980 1100894813

ドナルド・キーンの音盤風刺花伝 ドナルド・キーン／[著] 音楽之友社 1977 1100894821

　■交友録・対談等　

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

黄犬交遊抄 ドナルド・キーン／著 岩波書店 2020 1110817390

角田柳作とドナルド・キーン 
群馬県立土屋文明記念文

学館／編集

 群馬県立土屋文明

記念文学館
2016 1111113401

うるわしき戦後日本 ドナルド・キーン／著 PHP研究所 2014 1110403993

日本を、信じる 瀬戸内 寂聴／著 中央公論新社 2012 1108795954

思い出の作家たち ドナルド・キーン／著 新潮社 2005 1108326099

同時代を生きて 瀬戸内 寂聴／著 岩波書店 2004 1108199876

C・W・ニコルのボクが日本人になった理由(わけ) C.W.ニコル／著 ビオシティ 2002 1108186600

世界のなかの日本 司馬 遼太郎／著 中央公論社 1992 1100075835

日本の魅力 ドナルド・キーン／著 中央公論社 1979 1100666856

日本人と日本文化 司馬 遼太郎／著 中央公論社 1978 1100075850

反劇的人間 安部 公房／著 中央公論社 1978 1107652792

東と西のはざまで 大岡 昇平／著 朝日出版社 1973 1106904301

　■キーンと日本文学との最初の出会い　ウェイリー版源氏物語等

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

源氏物語 1～4 紫式部／著 左右社 2017～19 1110874466他

ウェイリー版源氏物語 1～4 紫式部／[著] 平凡社 2008～09 1108565985他

The tale of Genji by Lady Murasaki Modern Library [1960] 1107661819

源氏物語国際フォーラム集成 芳賀 徹／企画・総監修 源氏物語千年紀委員会 2009 1107855585

私と源氏物語 　※音声テープ（2階で聴取可） ドナルド・キーン／講演 新潮社 1989 1500030398

※なお、当館１階には『源氏物語』の常設コーナーがあります。
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