
D11
テーマ展示のリストです。

資料探しにご活用ください。

請求記号 タイトル 出版者 出版年

N080-13-796-1
N080-13-796-2

緑の家　上・下　/ 木村榮一訳　（岩波文庫） 岩波書店 2010

N908-27-1-2 楽園への道 / 田村さと子訳 （世界文学全集） 河出書房新社 2008

N963.9-4-17 ラ・カテドラルでの対話 / 桑名一博, 野谷文昭訳 集英社 1984

N963.9-67 パンタレオン大尉と女たち / 高見英一訳（新潮・現代世界の文学） 新潮社 1986

N963.9-75 都会と犬ども / 杉山晃訳 （新潮・現代世界の文学） 新潮社 1987

N963.9-79 世界終末戦争 / 旦敬介訳 （新潮・現代世界の文学） 新潮社 1988

N963.9-116 継母礼讃 / 西村英一郎訳 福武書店 1990

N963.9-134 密林の語り部 / 西村英一郎訳 （新潮・現代世界の文学） 新潮社 1994

N963.9-262 官能の夢 : ドン・リゴベルトの手帖 / 西村英一郎訳 マガジンハウス 1999

N963.9-351 フリアとシナリオライター / 野谷文昭訳 国書刊行会 2004

N968-10-7 小犬たち ; ボスたち / 鈴木恵子, 野谷文昭訳 国書刊行会 1978

N968-15-6 誰がパロミノ・モレーロを殺したか / 鼓直訳 （ラテンアメリカ文学選集） 現代企画室 1992

N961.9-78 オクタビオ・パス詩集 / 真辺博章編訳（世界現代詩文庫23） 土曜美術社出版販売 1997

N961.9-78-2 続・オクタビオ・パス詩集 / 真辺博章編訳（世界現代詩文庫27） 土曜美術社出版販売 1998

N961.9-83 鷲か太陽か? / 野谷文昭訳 書肆山田 2002

N908.3-2-22 蜂の巣 / 会田由, 野々山ミナコ訳 (新しい世界の文学22 ) 白水社 1965

N963.7-71 パスクアル・ドゥアルテの家族 / 有本紀明訳 講談社 1989

N963.7-78 ラサリーリョ・デ・トルメスの新しい遍歴 / 有本紀明訳 講談社 1992

N963.7-129 サッカーと11の寓話 / 野谷文昭, 星野智幸訳 朝日新聞社 1997

N963.7-130 二人の死者のためのマズルカ / 有本紀明訳 講談社 1998

N968-1-3B ある遭難者の物語 / 堀内研二訳 水声社 1992

N963.9-518-1 落葉 : 他12篇 / 高見英一, 桑名一博, 井上義一訳 新潮社 2007

N963.9-518-2 悪い時 : 他9篇 / 高見英一ほか訳 新潮社 2007

N963.9-518-3 百年の孤独 / 鼓直訳 新潮社 2006

N963.9-518-4 族長の秋 : 他6篇 / 鼓直, 木村榮一訳 新潮社 2007

司書のおすすめD　第11回 ノーベル文学賞を読む
展示期間　2010年12月～2011年1月

2010年受賞　Mario Vargas Llosa　マリオ・バルガス=リョサ （1936～）　

1990年受賞　Octavio Paz　オクタビオ・パス　（1914～1998）

1989年受賞　Camilo José　Cela カミーロ・ホセ・セラ　（1916～2002）

1982年受賞　Gabriel García Márquez　ガブリエル・ガルシア=マルケス　（1928～） 

和書のうち小説・詩を掲載（原則1タイトル1冊）。
原書は作家名(原綴り)で検索してください。

 2010年12月1日
神戸市外国語大学 学術情報センター（図書館）
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N963.9-518-5 予告された殺人の記録 / 野谷文昭訳 . 十二の遍歴の物語 / 旦敬介訳 新潮社 2008

N963.9-518-6 コレラの時代の愛 / 木村榮一訳 新潮社 2006

N963.9-518-7 迷宮の将軍 / 木村榮一訳 新潮社 2007

N963.9-518-8 愛その他の悪霊について / 旦敬介訳 新潮社 2007

N963.9-518-9 わが悲しき娼婦たちの思い出 / 木村榮一訳 新潮社 2006

N908-7-25 パブロ・ネルーダ[ほか] （ノーベル賞文学全集25） 主婦の友社 1974

N961.9-18 ネル-ダ詩集 / 羽出庭梟訳 (世界現代詩集3) 飯塚書店 1961

N961.9-27 ネル-ダ 最後の詩集 : チリ革命への賛歌 / 大島博光訳 新日本出版社 1975

N961.9-105 ネルーダ詩集 / 田村さと子訳編 （海外詩文庫14） 思潮社 2004

N961.9-108 マチュピチュの頂 / 野谷文昭訳 書肆山田 2004

N080-13-795-1 グアテマラ伝説集 / 牛島信明訳 (岩波文庫) 岩波書店 2009

N908-7-14 ミゲル・アンヘル・アストゥリアス（ノーベル賞文学全集14） 主婦の友社 1971

N963.9-4-2 大統領閣下 : グアテマラ伝説集　/ 内田吉彦, 牛島信明訳 集英社 1984

N963.9-36 マヤの三つの太陽 / 岸本静江訳 (叢書創造の小径) 新潮社 1976

963-146-1～2 緑の法王 上・下　/ 鼓直訳 新日本出版社
1967
1968

N080-13-733-1 プラテーロとわたし / 長南実訳（岩波文庫） 岩波書店 2001

N961.7-15 プラテーロとわたし / 伊藤武好, 伊藤百合子訳　長新太え 理論社 1965

961-75 ヒメネス詩集 / 伊藤武好, 伊藤百合子訳 (世界の詩:57) 彌生書房 1968

N908-7-24 ガブリエラ・ミストラルほか（ノーベル賞文学全集24） 主婦の友社 1972

N908.1-10-8 ガブリエラ・ミストラル詩集 小沢書店 1993

N080-13-728-1 作り上げた利害 : 人形劇 （岩波文庫） 岩波書店 1928

N908-7-19 ハシント・ベナベンテ[ほか] （ノーベル賞文学全集19） 主婦の友社 1972

080-3-5-565 恐ろしき媒（岩波文庫） 岩波書店 1928

N908-7-19 ホセ・エチェガライ[ほか]（ノーベル賞文学全集19） 主婦の友社 1972

1956年受賞　Juan Ramón Jiménez　フアン・ラモン・ヒメネス　（1881～1958）

1945年受賞　Gabriela Mistral　ガブリエラ・ミストラル　（1889～1957）

1922年受賞　Jacinto Benavente　ハシント・ベナベンテ　（1866～1954）

1904年受賞　José Echegaray　ホセ・エチェガライ　（1832～1916）

1977年受賞　Vicente Aleixandre　ビセンテ・アレイクサンドレ　（1898～1984） 

1971年受賞　Pablo Neruda　パブロ・ネルーダ　（1904～1973）

1967年受賞　Miguel Ángel Asturias　ミゲル・アンヘル・アストゥリアス　（1899～1974）

和書のうち小説・詩を掲載（原則1タイトル1冊）。
原書は作家名(原綴り)で検索してください。

 2010年12月1日
神戸市外国語大学 学術情報センター（図書館）


