
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0113786149 悪の花 シャルル・ボードレール／著 東京：弥生書房 書庫

0110570660 悪の華 巴里の憂欝 ボオドレエル／著 東京：東京創元社 外国文学  

0110006814 嵐が丘 エミリ・ブロンテ／著 東京：金の星社 書庫

0110702719 アンナ・カレーニナ　上 トルストイ／[著] 東京：東海大学出版会 書庫

0110711801 アンナ・カレーニナ　下 トルストイ／[著] 東京：東海大学出版会 書庫

0117454827 イヴの娘 バルザック／著 横浜：春風社 外国文学  

0113637078 イプセン戯曲選集 イプセン／[著] 東京：東海大学出版会 書庫

0110061108 イプセン名作集 ヘンリク・イプセン／著 東京：白水社 書庫

0113021695 イワンの馬鹿 トルストイ／著 市川：地の塩書房 書庫

0113294490 ヴェルレーヌ詩集 ヴェルレーヌ／[著] 東京：思潮社 書庫

0112722616 失われた時を求めて　上 マルセル・プルースト／著 東京：集英社 書庫

0116246992 失われた時を求めて　1 プルースト／著 東京：光文社 文庫本    

0116445602 失われた時を求めて　2 プルースト／著 東京：光文社 文庫本    

0112722624 失われた時を求めて　下 マルセル・プルースト／著 東京：集英社 書庫

0114918733 王子と乞食 マーク・トウェイン／著 東京：角川書店 書庫

0113169858 王妃マルゴ アレクサンドル・デュマ／原作 東京：文芸春秋 書庫

0116197666 カフカ自撰小品集 フランツ・カフカ／[著] 東京：みすず書房 外国文学  

0114528821 カフカ小説全集　1 カフカ／[著] 東京：白水社 外国文学  

0110225935 カンタベリ物語 斎藤　勇／著 東京：中央公論社 書庫

0112656673 クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ／作 新潟：西村書店 書庫

0112459169 クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ／著 東京：近代文芸社 書庫

0112660519 くるみ割り人形 アレクサンドル・デュマ／作 東京：東京音楽社 書庫

0111241659 ゲーテ詩集 [ゲーテ／著] 東京：白凰社 青少年図書

0115989527 恋について アントン P.チェーホフ／作 東京：未知谷 外国文学  

0116162421 黒衣の修道僧 アントン P.チェーホフ／作 東京：未知谷 外国文学  

0115792772 直筆で読む「坊っちやん」 夏目　漱石／著 東京：集英社 文学      

特集名：長野１１～１月青少年向けテーマ本「世界の文豪」
特集期間：２０２０／１０／２４～２０２１／１／２８



0110447174 地獄の季節 アルチュール・ランボオ／著 東京：思潮社 書庫

0111692596 神曲 ダンテ／原作 東京：JICC出版局 書庫

0111451878 神曲　地獄篇 ダンテ／[著] 東京：集英社 書庫

0111467619 神曲　煉獄篇 ダンテ／[著] 東京：集英社 書庫

0116722067 神秘の書 オノレ・ド・バルザック／著 東京：水声社 外国文学  

0117605204 図鑑世界の文学者 ピーター・ヒューム／監修 東京：東京書籍 文学      

0115556821 世界でいちばん面白い英米文学講義 エリオット・エンゲル／著 東京：草思社 外国文学  

0116714098 世界の小説大百科 ピーター・ボクスオール／編 東京：柊風舎 文学      

0117116632 世界の文豪の家 阿部　公彦／[ほか]監修 東京：エクスナレッジ 文学      

0115403065 大地 エミール・ゾラ／著 東京：論創社 外国文学  

0116253477 チェーホフ短篇集 チェーホフ／著 東京：集英社 外国文学  

0113736318 椿姫 アレクサンドル・デュマ・フィス／著 東京：新書館 書庫

0112018502 ドストエフスキー全集　9 ドストエフスキー／[著] 東京：新潮社 書庫

0112018510 ドストエフスキー全集　10 ドストエフスキー／[著] 東京：新潮社 書庫

0112018569 ドストエフスキー全集　15 ドストエフスキー／[著] 東京：新潮社 書庫

0112018577 ドストエフスキー全集　16 ドストエフスキー／[著] 東京：新潮社 書庫

0115265977 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン／著 東京：文化書房博文社 書庫

0114615917 ドン・キホーテ セルバンテス／作 東京：岩波書店 青少年図書

0116579970 ドン・キホーテ　前編 セルバンテス／著 東京：彩流社 外国文学  

0116579988 ドン・キホーテ　後編 セルバンテス／著 東京：彩流社 外国文学  

0112925409 ドン・ジュアン　上 バイロン／[著] 東京：富山房 書庫

0112949847 ドン・ジュアン　下 バイロン／[著] 東京：富山房 書庫

0111709382 盗まれた手紙 エドガー・アラン・ポー／[著] 東京：国書刊行会 書庫

0110201514 バイロン詩集 [バイロン／著] 東京：白凰社 青少年図書

0115934390 箱に入った男 アントン・P.チェーホフ／作 東京：未知谷 外国文学  

0114967656 ハムレット シェイクスピア／作 東京：岩波書店 書庫

0116289661 パリ　上 エミール・ゾラ／著 東京：白水社 外国文学  

0116289679 パリ　下 エミール・ゾラ／著 東京：白水社 外国文学  

0117227264 バルザック愛の葛藤・夢魔小説選集　4 バルザック／[著] 東京：水声社 外国文学  

0116411729 ファウスト ゲーテ／作 東京：新書館 外国文学  

0112917604 プルーストの食卓 アンヌ・ボレル／構成・文 東京：宝島社 書庫

0113812598 プルーストの花園 マルセル・プルースト／著 東京：集英社 書庫



0117148940 文豪図鑑 開発社／編 東京：自由国民社 文学      

0113791255 ポオ小説全集　1 E.A.ポオ／著 東京：春秋社 書庫

0113399984 ボードレール詩集 ボードレール／[著] 東京：小沢書店 外国文学  

0114070980 星の王子さま サン=テグジュペリ／作 東京：岩波書店 書庫

0113184659 星の王子さまのはるかな旅 山崎　庸一郎／監修・文 東京：求竜堂 書庫

0114902661 坊っちゃん 夏目　漱石／著 東京：日本文学館 文学      

0115056145 マクベス シェイクスピア／作 東京：岩波書店 書庫

0115086332 モーパッサン残酷短編集 モーパッサン／[著] 東京：梨の木舎 外国文学  

0116259607 螺旋階段とその他の詩 W.B.イェイツ／著 東京：角川学芸出版角川出版企画センター 外国文学  

0113081129 ランボー全詩集 ランボー／[著] 東京：青土社 書庫

0114383623 レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユゴー／原作 東京：文芸社 書庫

0115207144 炉辺のこおろぎ チャールズ・ディケンズ／著 東京：近代文芸社 書庫

0110182854 ロミオとジュリエット ウィリアム・シェークスピア／著 東京：白水社 書庫


