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請求記号 タイトル 著者 出版者 出版年

N880-9-1 ロシア語レッスン　初級1 加藤敏著
スリーエーネット
ワーク

2008.1

N880-9-2 ロシア語レッスン  初級2 加藤敏著
スリーエーネット
ワーク

2009.3

N880-10 シャドーイングで学ぶロシア語 阿部昇吉著 東洋書店 2009.3

N880.7-63 しっかり学ぶロシア語 : 文法と練習問題 前木祥子著 ベレ出版 2004.11

N880.7-67 一冊目のロシア語 中沢英彦著 東洋書店 2006.5

N880.7-68 ロシア語通訳教本
宇多文雄, 原ダ
リア著

東洋書店 2007.3

N880.7-71 名作に学ぶロシア語 : 初歩から講読へ 井桁貞義著 ナウカ出版 2008.10

N880.7-91
リピーティングで学ぶロシア語 : CD付き = Русс
кий язык : говорите по-ру

阿部昇吉著 東洋書店 2010.3

N880.7-109 カラー版ロシア語が面白いほど身につく本
中野久夫, オレ
グ・ヴィソーチン

中経出版 2011.7

N880.7-112 ロシア語 黒田龍之助著 白水社 2007.4

N880.7-117 標準ロシア語作文・会話教程 宇多文雄著 東洋書店 2013.6

N881-33 日本語話者のためのロシア語発音入門 神山孝夫著 大学教育出版 2004.4

N881-37 ロシア語のかたち 黒田龍之助著 白水社 2013.9

N881-39
キリール文字の誕生 : スラヴ文化の礎を築いた人た
ち

原求作著
Sophia University
Press上智大学出

2014.3

N884-12 日本語から引く知っておきたいロシア語 中澤英彦編 小学館 2005.8

N884-14
Японский для самых мале
ньких

[сост. Ю.
Соваст

Астрель :
Восток-З

2008

N884-R-17
Русско-английский визу
альный словарь

Жан-Кло
д Корбе

Рипол Кл
ассик

c2008

N884-15 最新ロシア重要単語2200
佐藤純一, 木島
道夫共編

白水社 2009.8

N884-16 ロシア語基本熟語500 さとう好明著 東洋書店 2009.8

N884-18 これなら覚えられる!ロシア語単語帳 柳町裕子著 NHK出版 2011.3

N884-19 ロシア語名言・名句・ことわざ辞典 八島雅彦編著 東洋書店 2011.12

N885-124 表で学ぶロシア語文法の基礎 宇多文雄著 東洋書店 2011.7

N885-128 ロシア語表現とことんトレーニング 守屋愛著 白水社 2013.8

N886-14 ロシア語手紙の書き方 : 手紙・FAX・Eメール
阿部昇吉, 加瀬
由希子著

国際語学社 2007.1

N887-50 ことたびロシア語 佐々木精治著 白水社 2003.12

N887-54 パーフェクトフレーズロシア語日常会話 阿部昇吉著 国際語学社 2007.6

N887-59
ロシア人が日本人によく聞く100の質問 : ロシア語で
日本について話すための本

渡辺克義, ヴァ
レリー・グレチュ

三修社 2012.2

N887-61
バッチリ話せるロシア語 : すぐに使えるシーン別会話
基本表現 : CD付

小林潔, ミハイ
ル・トゥルヒーン

三修社 2012.7

N887-62 『アンナ・カレーニナ』を読む 望月哲男著 ナウカ出版 2012.12
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N887-63 気持ちが伝わる!ロシア語リアルフレーズBook
セルゲイ・チロー
ノフ, 吉岡ゆき著

研究社 2013.2

N887-64 口が覚えるロシア語 : スピーキング体得トレーニング 臼山利信著 三修社 2012.11

N887-70 プーシキンを読む : 研究のファースト・ステップ 坂庭淳史著 ナウカ出版 2014.4

N887-72 ロシア語スピーキング : CD付
渡辺克義, ヴァ
レリー・グレチュ

三修社 2014.10

N887.7-18 ロシア語一日一善
レフ・トルストイ編
著

東洋書店 2008.9

N887.7-19 時事ロシア語 加藤栄一著 東洋書店 2008.9

N887.7-21 クルイロフの寓話
イヴァン・クルイ
ロフ著

東洋書店 2009.1

N887.7-47 日本案内 : ロシア語ガイドテキスト
ロシア語通訳協
会2005年増補

ロシア語通訳協会 2005.10

N887.7-49 対訳チェーホフ読本 チェーホフ [著] 東洋書店 2011.6

N887.7-48
ゴーゴリ『鼻』全文読解 = Аналитическ
ое чтение повести Н. В. Го

[ゴーゴリ原著] ナウカ出版 2011.4

N887.7-55 対訳イワンの馬鹿 レフ・トルストイ作 東洋書店 2012.7
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