
エイゼンシテイン・メソッド 大石 雅彦 平凡社 2015 1110433743
ロシア藝術学の構造と視座　ドストエフスキイ,チェーホフそしてエイゼン
シュテイン

山田 幸平 晃洋書房 2013 1110322367

ミッキーの書式 　戦後まんがの戦時下起源 大塚 英志 角川学芸出版 2013 1110121090
テレビがつまらないからあの人たちの話をしよう　世界の文学者・映画監
督編

本田 修 杉並けやき出版 2004 1108079417

ロシア・ソビエト映画史　エイゼンシュテインからソクーロフへ 山田 和夫 キネマ旬報社 1997 1106149394
メキシコ万歳！未完の映画シンフォニー エイゼンシュテイン 現代企画室 1986 1100838158
エイゼンシュテイン （20世紀思想家文庫 3) 篠田 正浩 岩波書店 1983 1100850385
エイゼンシュテイン映画演出法講義 ニージニー／述 未来社 1981 1100849379
エイゼンシュタイン （現代のシネマ 8) レオン・ムシナック／[著] 三一書房 1976 1100838570
エイゼンシュタイン 上下 マリー・シートン 美術出版社 1966 1104393218
エイゼンシュテイン 生涯とその思想 山田 和夫 紀伊国屋書店 1964 1107465211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 4月 23日 

ロシアの映画全般 

監督・エイゼンシュタイン 

書 名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

映画のなかの「北欧」 村井誠人／編著 小鳥遊書房 2019 1110988381
リアリズムの幻想 フィオードロワ・アナスタシア 森話社 2018 1110885488
エリー・フォール映画論集1920-1937 エリー・フォール ソリレス書店 2018 1110887567
ゲンロン 7　特集ロシア現代思想 2 東浩紀／編 ゲンロン 2017 1110943501
シネマの大義 廣瀬純 フィルムアート社 2017 1110741871
ソヴェト映画 全4巻 不二出版 2016 1110484241
ソヴェト映画 解説・総目次・索引 不二出版 2016 1110484282
国境を超える現代ヨーロッパ映画250 野崎 歓／編 河出書房新社 2015 1110548854
〈死〉への／からの転回としての映画 亀井 克朗 致良出版社 2013 1110297700
映像の中の冷戦後世界 高橋 和／編 山形大学出版会 2013 1110151543
文学と映画のあいだ 野崎 歓／編 東京大学出版会 2013 1110315999
大島渚 　<日本>を問いつづけた世界的巨匠 総特集 河出書房新社 2013 1110131016
革命後のロシヤ文学、舞台芸術大観、プロレタリヤ劇と映画及音楽 (昇
曙夢翻訳・著作選集 著作篇2)

昇 曙夢／[訳・著] クレス出版 2011 1108701382

無声時代ソビエト映画ポスター《袋一平コレクション》カタログ 東京国立近代美術館フィルムセンター／編集 国立美術館/東京国立近代美術館 2009 1107958132
彼我等位　日本・モダニズム/ロシア・アヴァンギャルド 大石 雅彦 水声社 2009 1108831825
映画に学ぶロシア語 佐藤 千登勢 東洋書店 2008 1108813997
北欧映画完全ガイド 小松 弘／監修 新宿書房 2005 1108091727
表象のディスクール 6　創造 現場から 現場へ 小林 康夫／編 東京大学出版会 2000 1105941858
ロシア・ソビエト映画史 山田 和夫 キネマ旬報社 1997 1106149394
映画はこのように撮られた　撮影技術の世界 ドミニック・ヴィラン 勁草書房 1992 1105326795
映画理論集成 岩本 憲児／編 フィルムアート社 1982 1105773038



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督・タルコフスキー 

ロシアの小説 

書 名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

映画とキリスト 岡田温司／[著] みすず書房 2017 1110856992
ホフマニアーナ アンドレイ・タルコフスキー エクリ 2015 1110550132
〈死〉への／からの転回としての映画　アンドレイ・タルコフスキーの後期
作品を中心に

亀井 克朗 致良出版社 2013 1110297700

タルコフスキーとその時代 西 周成 アルトアーツ 2011 1108701085
タルコフスキー映画 馬場 広信／[著] みすず書房 2002 1107045112
鏡の国の少年たち　世界映画に見る少年愛の水脈 渡部 実 三一書房 1998 1106160219
タルコフスキーの世界 アネッタ・ミハイロヴナ・サンドレル／編 キネマ旬報社 1995 1105326613
タルコフスキー日記　全2巻 アンドレイ・タルコフスキー キネマ旬報社 1991 1104393242

書　名 著者 出版者 出版年 資料バーコード
サハリン島 エドゥアルド・ヴェルキン 河出書房新社 2020 1111084545
猫のユーユー （群像社ライブラリー) アレクサンドル・クプリーン 群像社 2020 1111080519
マリーナの三十番目の恋 ウラジーミル・ソローキン 河出書房新社 2020 1111069660
現代の英雄 （光文社古典新訳文庫 ) レールモントフ 光文社 2020 1111082200
悲劇的な動物園 三十三の歪んだ肖像 （群像社ライブラリー) リジヤ・ジノヴィエワ=アンニバル 群像社 2020 1111080501
旅に出る時ほほえみを（白水Uブックス) ナターリヤ・ソコローワ 白水社 2020 1111057640
魅せられた旅人 ニコライ・レスコフ 河出書房新社 2019 1111056519
朝鮮人蔘 ミハイール・プリーシヴィン 未知谷 2019 1111056378
はじめに財布が消えた… （群像社ライブラリー) マーシャ・トラウブ／ほか著 群像社 2019 1111051429
われら （光文社古典新訳文庫) ザミャーチン 光文社 2019 1110975651
消される運命 マーシャ・ロリニカイテ 新日本出版社 2019 1111040810
賜物 （ナボコフ・コレクション) ウラジーミル・ナボコフ 新潮社 2019 1110971130
ルージン・ディフェンス （ナボコフ・コレクション) ウラジーミル・ナボコフ 新潮社 2018 1111012934
iPhuck 10 ヴィクトル・ペレーヴィン 河出書房新社 2018 1110798764
右ハンドル （群像社ライブラリー) ワシーリイ・アフチェンコ 群像社 2018 1110894597
処刑への誘い （ナボコフ・コレクション) ウラジーミル・ナボコフ 新潮社 2018 1110885314
マーシェンカ （ナボコフ・コレクション) ウラジーミル・ナボコフ 新潮社 2017 1110867189
劇場 （白水Uブックス) ミハイル・ブルガーコフ 白水社 2017 1110860424
テルリア ウラジーミル・ソローキン 河出書房新社 2017 1110868948
聖愚者ラヴル エヴゲーニー・ヴォドラスキン 作品社 2016 1110830849
白樺の梢 アンドレイ・E.クラコフ 東京図書出版 2016 1110657879
むずかしい年ごろ アンナ・スタロビネツ 河出書房新社 2016 1110835343
23000 （氷三部作 3) ウラジーミル・ソローキン 河出書房新社 2016 1110484100
南十字星共和国 （白水Uブックス) ワレリイ・ブリューソフ 白水社 2016 1110565643
陽気なお葬式 （CREST BOOKS) リュドミラ・ウリツカヤ 新潮社 2016 1110535752
図書館大戦争 ミハイル・エリザーロフ 河出書房新社 2015 1110458849
ホフマニアーナ アンドレイ・タルコフスキー エクリ 2015 1110550132
ブロの道 （氷三部作 1) ウラジーミル・ソローキン 河出書房新社 2015 1110451299
子供時代 （CREST BOOKS) リュドミラ・ウリツカヤ 新潮社 2015 1108997808
出身国 （群像社ライブラリー) ドミトリイ・バーキン 群像社 2015 1110528351
巨匠とマルガリータ 上 (岩波文庫) ブルガーコフ／作 岩波書店 2015 1108995679
白夜/おかしな人間の夢 (光文社古典新訳文庫 ) ドストエフスキー 光文社 2015 1110864533
スペードのクイーン/ベールキン物語 (光文社古典新訳文庫 ) プーシキン 光文社 2015 1110874987
アフリカの事件簿 (ワグナー教授の発明) アレクサンドル・ベリャーエフ 未知谷 2015 1110412754
氷 (氷三部作 2) ウラジーミル・ソローキン 河出書房新社 2015 1110506373
十三本のパイプ イリヤ・エレンブルグ 未知谷 2014 1110411145
眠らぬ人 アレクサンドル・ベリャーエフ 未知谷 2014 1110396056
汝はTなり ヴィクトル・ペレーヴィン 河出書房新社 2014 1110502174
マクダ ウラジーミル・ナボコフ 未知谷 2014 1110180476


