
書名 著者（編者） 訳者 出版社 資料コード 請求記号

世界言語概説 上巻
市河　三喜／
高津　春繁／共編

研究社出版 1100269510 8010/2/1

世界言語概説 下巻
市河　三喜／
服部　四郎／共編

研究社出版 1100269529 8010/2/2

講座言語 第６巻 世界の言語 大修館書店 1100272444 8010/6/6

応用言語学講座 第１巻 日本語の教育 林　四郎／編 明治書院 1100272453 8010/7/1

応用言語学講座 第２巻 外国語と日本語 林　四郎／編 明治書院 1100769348 8010/7/2

応用言語学講座 第３巻 社会言語学の探求 林　四郎／編 明治書院 1100769357 8010/7/3

応用言語学講座 第４巻 知と情意の言語学 林　四郎／編 明治書院 1101088760 8010/7/4

応用言語学講座 第５巻 コンピュータと言語 林　四郎／編 明治書院 1101080145 8010/7/5

応用言語学講座 第６巻 ことばの林 林　四郎／編 明治書院 1101093303 8010/7/6

講座日本語学 第１巻 総論 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269663 8108/4/1

講座日本語学 第２巻 文法史 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269672 8108/4/2

講座日本語学 第３巻 現代文法との史的対照 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269681 8108/4/3

講座日本語学 第４巻 語彙史 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269690 8108/4/4

講座日本語学 第５巻 現代語彙との史的対照 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269707 8108/4/5

講座日本語学 第６巻 現代表記との史的対照 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269716 8108/4/6

講座日本語学 第７巻 文体史 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269725 8108/4/7

講座日本語学 第８巻 文体史 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269734 8108/4/8

講座日本語学 第９巻 敬語史 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269743 8108/4/9

講座日本語学 第１０巻 外国語との対照 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269752 8108/4/10

講座日本語学 第１１巻 外国語との対照 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269761 8108/4/11

講座日本語学 第１２巻 外国語との対照 森岡　健二／［ほか］編 明治書院 1100269770 8108/4/12

日英語比較講座 第１巻 音声と形態 国広　哲弥／編 大修館書店 1100272480 8010/9/1

日英語比較講座 第２巻 文法 国広　哲弥／編 大修館書店 1100272490 8010/9/2

日英語比較講座 第３巻 意味と語彙 国広　哲弥／編 大修館書店 1100272506 8010/9/3

日英語比較講座 第４巻 発想と表現 国広　哲弥／編 大修館書店 1100272515 8010/9/4

日英語比較講座 第５巻 文化と社会 国広　哲弥／編 大修館書店 1100272524 8010/9/5

モンゴル語と日本語 小沢　重男／著 弘文堂 1100851198 8010/98

日独語対照研究 浜崎　長寿／［ほか］編 大学書林 1100851204 8010/99

言語の科学 行動計量学シリーズ
日本語の起源をたずねる

安本　美典／著 朝倉書店 1101385836 8010/184

日本語大博物館 悪魔の文字と闘った人々 紀田　順一郎／著 ジャストシステム 1101265533 8102/65

日本語の比較研究 村山　七郎／著 三一書房 1101383985 8102/67

日本語とアイヌ語 片山　竜峯／著 すずさわ書店 1101911782 81029/2

中国ことばの旅 中国語を知るための８１章 新版 上野　恵司／著 白帝社 1100724598 8200/2

中国の諸言語 歴史と現況 Ｓ．Ｒ．ラムゼイ／著 高田　時雄／［ほか］訳 大修館書店 1100905163 8200/5

藤堂明保中国語学論集 藤堂　明保／著 汲古書院 1100480545 8204/1

中国のことばと社会 陳　原／著 松岡　栄志／編訳 大修館書店 1101063073 8204/2

記紀万葉の朝鮮語 金　思燁／著 六興出版 1100729781 8291/28

アイヌ語の起源 村山　七郎／著 三一書房 1101050585 8292/9

アイヌ語の研究 村山　七郎／著 三一書房 1101259429 8292/11

ベトナム語の基礎知識 富田　健次／著 大学書林 1100605588 8293/14

言語と精神 カヴィ語研究序説 ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ･ﾌｫﾝ･ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ／著 亀山　健吉／訳 法政大学出版局 1100857333 8294/29

トルコ言語学概論 松谷　浩尚／著 泰流社 1100898309 8295/16

アラビア語文典 上巻 Ｗ・ライト／著 後藤　三男／訳 ごとう書房 1100606315 8297/9/1

アラビア語文典 下巻 Ｗ・ライト／著 後藤　三男／訳 ごとう書房 1100606324 8297/9/2

　「昔世界には一つの言葉しかなかった。それで人々はある町に巨大な塔を作り、一緒に住もうとした。しかしある時お互いの言葉が通じなくなり混乱が起こっ
た。そこで人々は言葉の通じ合う人同士で集団となり、世界中に散っていった。塔の建設は中座し、やがて顧みられなくなった。いつしか人はこの町をバベルと
呼び、その塔をバベルの塔と呼ぶようになった（創世記第１１章）。」もちろんこれは伝承ですが、バベルは言語的混乱の代名詞としても使われます。違う言語で
も単語や構造がよく似ていたり、隣り合った地域の言語でも全く似ていなかったりすることがあります。
今回の展示は昨年度の「ことばの研究・言語学の世界」の第２弾です。前回は言語学の各分野の概論・概説資料を展示しましたが、今回は各言語別の資料を中
心に展示しました。全てを網羅しているとはとてもいえませんが、開架書架にも資料があります。なお各言語の入門的な資料は省きました。詳しくはカウンターの
職員にお申し付けください。
　１０月２７日は「文字･活字文化の日」です。これを機会に、なぜ世界では様々な言語が話されているのか考えてみてはいかがでしょうか。
期間
平成２０年９月２０日（土）～１１月２０日（木）

「バベルへの誘い－ことばの研究Part 2」

●アラビア語

●言語について

●日本語

●中国語

●その他アジアの言語



ゲルマン語の話 浜崎　長寿／著 大学書林 1100851026 8010/81

世界の英語 第１巻 イギリス諸島編 松村　好浩／編訳 研究社出版 1100270038 8300/2/1

理想の英語 Ｇ．Ｈ．ヴァリンズ／著 四方田敏／訳 文化書房博文社 1100543725 8300/4

アメリカ英語の社会史的傾向 Ｊ．Ｌ．ディラード／著 大沢　銀作／訳 文化書房博文社 1100560987 8300/5

現代人のための英語の常識百科 岩崎　春雄／［ほか］編 研究社出版 1100586437 8300/6

アメリカ英語概説 竹林　滋／［ほか］著 大修館書店 1100678323 8300/7

英語はどんな言語か 英語の社会的特性 中村　敬／著 三省堂 1100692233 8300/8

英語 きのう・今日・あす デイヴィッド・クリスタル／著 豊田　昌倫／訳 紀伊国屋書店 1100790987 8300/9

世界の英語小事典 石黒　昭博／編 研究社出版 1101124571 8300/13

現代の英語 その特徴と諸問題 エルンスト・ライズィ／著
大泉　昭夫／
野入　逸彦／共訳

山口書店 1100475877 8301/2

現代英語学要説 石黒　昭博／［ほか］共著 南雲堂 1100512059 8301/3

英語学への招待 現代英語学研究序説 稗島　一郎／著 ﾆｭｰｶﾚﾝﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 1100596578 8301/6

ことばの働き テクスト構造についての８講 ランドルフ・クヮーク／［著］
池上　嘉彦／
豊田　昌倫／共訳

紀伊国屋書店 1100700952 8301/7

英語と英語学 伝統主義と変形生成文法 福村　虎治郎／著 大修館書店 1100705117 8301/8

英語学概論 文学テキストの分析を中心とした
伊藤　弘之／
隈元　貞広／共著

篠崎書林 1100857342 8301/12

英語はどう研究されてきたか
現代言語学の批判から英語学史の再検討へ

宮下　真二／著 季節社 1100859098 8301/13

日本英語文化史の研究 杉本　つとむ／著 八坂書房 1100859104 8301/14

英語学概論 Ａ．Ｅ．ダービーシャ／著 大沢　銀作／訳 竹村出版 1100881052 8301/18

英語学概説 小池　一夫／著 青磁書房 1101065784 8301/20

入門英語学 木下　裕昭／［ほか］著 文化書房博文社 1101159334 8301/21

英語の発達と構造 オットー・イェスペルセン／著 大沢　銀作／訳 文化書房博文社 1100857370 8302/11

ドイツ語学概論 相良　守峯／著 博友社 1100857520 8400/2

ドイツ語の構造 現代ドイツ語へのアクセス アンソニー・フォックス／著 福本　義憲／訳 三省堂 1101229090 8400/5

ドイツ語の諸相 塩谷　饒／著 大学書林 1100627100 8401/1

ことばと社会 さまざまなドイツ語 ヘルマン・バウジンガー／著
浅井幸子／
下山　峯子／共訳

三修社 1100871207 8404/1

新独英比較文法 三好　助三郎／著 郁文堂 1100859258 8450/2

日本におけるオランダ語研究の歴史 斎藤　信／著 大学書林 1101026964 8493/9

北欧の言語 新版 エリアス・ヴェセーン／著 菅原　邦城／訳 東海大学出版会 1100619770 8494/1

現代デンマーク語の発生とその文体的特徴
Ｋａｒｅｎ　Ｂｌｉｘｅｎの作品を中心として

岡田　令子／著 山口書店 1100881099 8497/5

ラテン語構文と語法の研究 二宮　陸雄／著 篠原出版 1100870863 8925/4

フランス語発達小史 アルベール・ドーザ／著 中原　俊夫／訳 駿河台出版社 1100857567 8500/2

フランス語の特質 アルベール・ドーザ／著 杉　富士雄／［ほか］共訳 大修館書店 1100871234 8500/4

南仏と南仏語の話 工藤　進／著 大学書林 1100859294 8502/1

フランス語の歴史 島岡　茂／著 大学書林 1100859300 8502/2

フランス語の形成 ジャック・アリエール／著 大高　順雄／訳 白水社 1101045048 8502/3

仏独比較文法 島岡　茂／著 大学書林 1100662806 8550/6

ガスコーニュ語への旅 工藤　進／著 大学書林 1100672301 8580/1

カタロニア語の文法 大高　順雄／著 大学書林 1100557945 8599/2

フランス語からスペイン語へ 伊藤　太吾／著 大学書林 1100916461 8600/5

英語からスペイン語へ 改訂版 森本　林平／著 大学書林 1100948812 8600/6

イタリア語からスペイン語へ 伊藤　太吾／著 大学書林 1101012154 8600/8

スペイン語の歴史 サムエル・ヒリ・ガヤ／著 松野　道男／訳 南雲堂 1100857638 8602/1

ラテン語からスペイン語へ 伊藤　太吾／著 大学書林 1101331666 8650/5

スペイン語からポルトガル語へ 富野　幹雄／著 大学書林 1100707775 8690/4

スペイン語からガリシア語へ 伊藤　太吾／著 大学書林 1101602114 8699/3

ポルトガル語からガリシア語へ 富野　幹雄／著 大学書林 1101737456 8699/4

スペイン語からルーマニア語へ 伊藤　太吾／著 大学書林 1100835837 8791/4

周縁的文化の変貌 ブルトン語の存続とフランス近代 原　聖／著 三元社 1100897802 8933/1

類型学序説 ロシア・ソヴエト言語研究の貢献 山口　巌／著 京都大学学術出版会 1101425969 8010/188

ロシア語史講話 原　求作／著 水声社 1101481289 8802/2

ドルドルドラニ ベンガル語への誘い タゴール暎子／著 筑摩書房 1100733677 8298/21

アルメニア語文法 印欧比較言語学の主要言語 佐藤　信夫／著 泰流社 1100678299 8299/9

エスキモーの言語と文化 宮岡　伯人／著 弘文堂 1100857790 8951/3

●ゲルマン語派の言語

●その他の印欧語族の言語

●エスキモー語

●イタリック語派の言語

●ロシア語


