
書名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

スターリン時代の記憶 立石洋子 慶応義塾大学出版会 2020 1111202865

ロシア昨今 E.J.ディロン 成文社 2020 1110819974

ロマノフ王朝時代の日露交流 東洋文庫 勉誠出版 2020 1111079628

日ソ戦争1945年8月 富田武 みすず書房 2020 1111204846

日ソ国交回復秘録 松本俊一 朝日新聞出版 2019 1111022008

日露近代史 麻田雅文 講談社 2018 1110783782

地球の歩き方A31　ロシア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド 2018 1110896048

ロシア革命 和田春樹 作品社 2018 1110935317

地図で見るロシアハンドブック パスカル・マルシャン 原書房 2017 1110733837

世界地誌シリーズ9 加賀美雅弘 朝倉書店 2017 1110748090

返還交渉 東郷和彦 PHP研究所 2017 1110843644

対ロ平和的積極外交 小町恭士 中央公論新社 2017 1110713318

ロシアの歴史を知るための50章 下斗米伸夫 明石書店 2016 1110584321

ロシアと日本 東郷和彦 東京大学出版会 2016 1110498605

日ロ関係 下斗米伸夫 法政大学現代法研究所 2015 1110274345

日ロ関係史 五百旗頭真 東京大学出版会 2015 1110452362

世界史学とロシア史研究 田中陽兒 山川出版社 2014 1110401187

勝海舟と幕末外交 上垣外憲一 中央公論新社 2014 1110411616

千島列島をめぐる日本とロシア 秋月俊幸 北海道大学出版会 2014 1110378112

ロシアの歴史　上 吉田衆一 明石書店 2011 1108944370

ロシアの歴史　下 吉田衆一 明石書店 2011 1108944388

図説ロシアの歴史 栗生沢猛夫 河出書房新社 2010 1108897529

戦間期の日ソ関係 富田武 岩波書店 2010 1108871151

日露同盟の時代 バールィシェフ・エドワルド 花書院 2007 1107835082

スターリンの極東政策 寺山恭輔 古今書院 2020 1110724489

民族自決と民族団結 熊倉潤 東京大学出版会 2020 1110921853

ロシア・インテリゲンツィヤの運命 松原広志 成文社 2019 1110967120

ロシアを知る。 池上彰 東京堂出版 2019 1111033237

ロシアの歳時記 ロシア・フォークロアの会なろうど 東洋書店新社 2018 1110896295

プーチンのユートピア ピーター・ポマランツェフ 慶応義塾大学出版会 2018 1110781752

現代ロシアにおける民族の再生 櫻間瑛 三元社 2018 1111010615

ロシア革命とソ連の世紀 5 松戸清裕 岩波書店 2017 1110751383

多民族国家ソ連の興亡 3 塩川伸明 岩波書店 2017 1108425909

宗教・地政学から読むロシア 下斗米伸夫 日本経済新聞出版社 2016 1110490412

チェチェン 富樫 耕介 明石書店 2015 1110462783

ナショナリズムの受け止め方 塩川 伸明 三元社 2015 1110527734

ロシア皆伝 河東哲夫 イースト・プレス 2015 1110562681

ろくでなしのロシア 中村 逸郎 講談社 2013 1110109137

ニコライ堂と日本の正教聖堂 池田 雅史 東洋書店 2012 1110130026

海外の宗教事情に関する調査報告書 資料編7 文化庁 文化庁 2012 1107969782

ジョークで読むロシア 菅野沙織 日本経済新聞出版社 2011 1108671734

ロシア正教のイコン オルガ・メドヴェドコヴァ 創元社 2011 1108743301

共生のイスラーム (ロシアの正教徒とムスリム) 濱本 真実 山川出版社 2011 1108748714

呪われたナターシャ 藤原 潤子 人文書院 2010 1108641281

現代ロシアの深層 小田健 日本経済新聞出版社 2010 1108632629

ロシアの論理 武田善憲 中央公論新社 2010 1108650415

「聖なるロシア」のイスラーム 濱本 真実 東京大学出版会 2009 1108823798

ロシア祈りの大地 津久井 定雄 大阪大学出版会 2008 1108579994

ユーカリスト アレクサンドル・シュメーマン 新教出版社 2008 1108829845

ニコライ堂遺聞 長縄 光男 成文社 2007 1108406784

ロシアの社会・宗教

ロシアの歴史・地誌

　ロシアを知る　図書リスト　　令和３年４月23日作成



書名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

ロシア万華鏡 沼野恭子 五柳書院 2020 1111200158

華麗なる「バレエ・リュス」と舞台芸術の世界 海野弘 パイインターナショナル 2020 1111086763

バフチン 桑野隆 平凡社 2020 1110923396

世界の瞬間 高田映介 水声社 2020 1110921135

パステルナーク事件と戦後日本 陶山幾朗 恵雅堂出版 2019 1110922505

トルストイの子どもたち セルゲイ・トルストイ 成文社 2019 1110982624

ロシア近代文学の青春 高橋知之 東京大学出版会 2019 1110816673

理知のむこう 小澤裕之 未知谷 2019 1111023295

ソビエトデザイン1950★1989 ー グラフィック社 2019 1111042865

ロシア構成主義 河村彩 共和国 2019 1110952411

ロシア文化事典 沼野充義 丸善出版 2019 1111048409

「響き」に革命を起こすロシアピアニズム 大野眞嗣 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2019 1111019897

20世紀ロシア文化全史 ソロモン・ヴォルコフ 河出書房新社 2019 1110957808

ロシア・アヴァンギャルドの宇宙論的音楽論 高橋健一郎 水声社 2019 1110944251

自叙の迷宮 中村唯史 水声社 2018 1110883970

トルストイの肖像画 レフ・トルストイ 未知谷 2018 1110937222

チェーホフとサハリン島 糸川紘一 水声社 2018 1110891056

わが兄チェーホフ ミハイル・チェーホフ 東洋書店新社 2018 1110885298

夜明けか黄昏か ガリーナ・ドゥトキナ 群像社 2018 1110774088

チェーホフ 富田満夫 創風社 2018 1110772488

自叙の迷宮 中村唯史 水声社 2018 1110883970

メディアと文学 大野斉子 群像社 2017 1110841465

最新ロマノフ王朝の至宝 ー 世界文化社 2017 1110716311

トルストイ新しい肖像 E.J.ディロン 成文社 2017 1110862339

ロシアの物語空間 近藤昌夫 水声社 2017 1110842836

18世紀ロシア文学の諸相 金沢美知子 水声社 2016 1110565635

ロシア・アヴァンギャルドのデザイン 海野弘 パイインターナショナル 2015 1110429238

散策探訪コロムナ 近藤昌夫 未知谷 2015 1110458872

ペテルブルク・ロシア 近藤昌夫 未知谷 2014 1110161633

井筒俊彦全集 第3巻 井筒俊彦 慶應義塾大学出版会 2014 1110163365

魅惑のコスチューム:バレエ・リュス展 薄井憲二 TBSテレビ 2014 1110271341

ロシア・ピアニズムの贈り物 原田英代 みすず書房 2014 1110386602

ソヴィエト文明の基礎 アンドレイ・シニャフ みすず書房 2013 1110351499

明治期露西亜文学翻訳論攷 加藤百合 東洋書店 2012 1110090683

再考ロシア・フォルマリズム 貝澤哉 せりか書房 2012 1110058672

ロシア文学翻訳者列伝 蓜島亘 東洋書店 2012 1110013602

チャイコフスキーがなぜか好き 亀山郁夫 PHP研究所 2012 1108785443

ロシアの文化・芸術 長塚英雄 生活ジャーナル 2011 1108688548

昇曙夢翻訳・著作選集 著作篇4 昇曙夢 クレス出版 2011 1108701408

シベリア文学論序説 中西昭雄 寒灯舎 2010 1107920462

文化研究と越境:19世紀ロシアを中心に 望月哲男 北海道大学スラブ研究センター 2008 1107830786

19世紀ロシア文学という現在 越野剛 北海道大学スラブ研究センター 2005 1107263053

作家と作品でつづるロシア文学史 卞宰洙 新読書社 2005 1108087386

ロシア児童文学の世界 国立国会図書館国際子ども図書館 国立国会図書館国際子ども図書館 2005 1107163766

はじめて学ぶロシア文学史 藤沼貴 ミネルヴァ書房 2003 1108038355

ロシア文学案内 藤沼貴 岩波書店 2000 1106334228

ロシアの文化・芸術


