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No. 書　　　　　　名 著　　　　　者 出　版　社 発　行　年 請求記号

1 博文館「太陽」と近代日本文明論 : ドイツ思想・文化の受容と展開 林正子著. 勉誠出版 2017.5. 121.6:H48

2
ウィーン会議から1945年までのヨーロッパと世界 (世界の教科書シリーズ ;  43 . ドイツ・フ

ランス共通歴史教科書 ; 近現代史).
ミヒャエラ・ブラウン [ほか著] ; 加納教孝 [ほか] 訳. 明石書店 2016.2. 230.7:D83:2

3 物語ドイツの歴史 : ドイツ的とはなにか(中公新書 ; 1420). 阿部謹也著. 中央公論社 1998.5. 234:A12

4 よみがえる帝国 : ドイツ史とポスト国民国家 (Minerva西洋史ライブラリー ; 27). 野田宣雄編著 ; 植村和秀 [ほか] 著. ミネルヴァ書房 1998.3. 234:N92

5 近代ドイツの歴史 : 18世紀から現代まで 若尾祐司, 井上茂子編著. ミネルヴァ書房 2005.5. 234:W25

6 時間と権力 : 三十年戦争から第三帝国まで
クリストファー・クラーク [著] ; 小原淳, 齋藤敬之, 前川陽

祐訳.
みすず書房 2021.7. 234.05:C76

7 第二帝政の国家構造とビスマルクの遺産
C.シュミット, F.ハルトゥング, E.カウフマン著 ; 初宿正典

編訳 ; 栗原良子[ほか] 訳.
風行社 2020.8. 234.06:Sc5

8
ドイツ帝国の成立と東アジア : 遅れてきたプロイセンによる「開国」 (Minerva西洋史ライブ

ラリー ; 95).
鈴木楠緒子著. ミネルヴァ書房 2012.10. 234.06:Su96

9 ドイツ帝国1871-1918年 ハンス‐ウルリヒ・ヴェーラー著 ; 大野英二, 肥前栄一訳. 未来社 1983.5. 234.06:W54

10 ベルリン・歴史の旅 : 都市空間に刻まれた変容の歴史 (阪大リーブル ; 025). 平田達治著. 大阪大学出版会 2010.10. 234.3:H68

11 北里柴三郎 (ちくまプリマー新書 ;  398 . よみがえる天才 ; 7). 海堂尊著. 筑摩書房 2022.3. 289.1:Ki72

12 北里柴三郎 : 熱と誠があれば (ミネルヴァ日本評伝選). 福田眞人著. ミネルヴァ書房 2008.10. 289.1:Ki75

13 ルードヴィヒ二世の生涯 : 生い立ちの謎から死の真相へ シュミット村木眞寿美著. 河出書房新社 2011.8. 289.3:L96

14 地質学者ナウマン伝 : フォッサマグナに挑んだお雇い外国人(朝日選書 ; 990). 矢島道子著. 朝日新聞出版 2019.10. 289.3:N59

15 リヒトホーフェン日本滞在記 : ドイツ人地理学者の観た幕末明治
フェルディナンド・フォン・リヒトホーフェン著 ; 上村直

己訳.
九州大学出版会 2013.12. 291.09:R35

16 シュリーマン旅行記清国・日本 (講談社学術文庫 ; [1325]). ハインリッヒ・シュリーマン [著] ; 石井和子訳. 講談社 1998.4. 291:Sc4

17 ドイツ=東アジア関係史一八九〇-一九四五 : 財・人間・情報 熊野直樹, 田嶋信雄, 工藤章編. 九州大学出版会 2021.12. 319.34:Ku34
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18 「食」から読み解くドイツ近代史 (MINERVA歴史・文化ライブラリー ; 25). 南直人著. ミネルヴァ書房 2015.3. 383.8:Mi37

19 国民皆兵とドイツ帝国 : 一般兵役義務と軍事言説1871〜1914 中島浩貴著. 彩流社 2019.5. 393:N34

20 「てにはドイツ語」という問題 : 近代日本の医学とことば 安田敏朗著. 三元社 2021.5. 490.7:Y62

21 アフリカ眠り病とドイツ植民地主義 : 熱帯医学による感染症制圧の夢と現実 磯部裕幸 [著]. みすず書房 2018.7. 498.6:I85

22 汚水処理の社会史 : 19世紀ベルリン市の再生 金子光男著. 日本評論社 2008.11. 518.2:Ka53

23 ビールを「読む」 : ドイツの文化史と都市史のはざまで 森貴史, 藤代幸一著. 法政大学出版局 2013.1. 588.5:Mo45

24 ビールの自然誌
ロブ・デサール, イアン・タッターソル著 ; ニキリンコ, 三

中信宏訳.
勁草書房 2020.1. 588.54:D64

25 鉄道のドイツ史 : 帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ(中公新書 ; 2583). 鴋澤歩著. 中央公論新社 2020.3. 686.23:B19

26 原田直次郎 : 西洋画は益々奨励すべし [原田直次郎画] ; 吉岡知子 [ほか] 編著. 青幻舎 2016.2. 723.1:H32

27 絶対音楽の美学と分裂する「ドイツ」 : 十九世紀 (「音楽の国ドイツ」の系譜学 ; 3). 吉田寛著. 青弓社 2015.1. 762.34:Y86

28 シュターツカペレ・ドレスデン : 奏でられる楽団史 エーバーハルト・シュタインドルフ著 ; 識名章喜訳. 慶應義塾大学出版会 2009.4. 764.3:St3

29 鴎外留学始末 中井義幸著. 岩波書店 1999.7. 910.26:Mo45

30 鷗外のベルリン : 交通・衛生・メディア 美留町義雄著. 水声社 2010.8. 910.26:Mo45

31 鴎外の恋 : 舞姫エリスの真実 六草いちか著. 講談社 2011.3. 910.26:Mo45

32 鷗外と画家原田直次郎 : 文学と美術の交響 (シンフォニック) : 文京区立森鷗外記念館特別展 文京区立森鷗外記念館編. 文京区立森鷗外記念館 2013.9. 910.26:Mo45

33 軍医森鷗外のドイツ留学 武智秀夫著. 思文閣出版 2014.6. 910.26:Mo45

34 軍服を脱いだ鷗外 : 青年森林太郎のミュンヘン 美留町義雄著. 大修館書店 2018.7. 910.26:Mo45

35 森鷗外の西洋百科事典 : 『椋鳥通信』研究 金子幸代著. 鷗出版 2019.5. 910.26:Mo45

36 鷗外 : わが青春のドイツ 金子幸代著. 鷗出版 2020.11. 910.26:Mo45

37 世界文学のなかの『舞姫』 (理想の教室). 西成彦著. みすず書房 2009.5. 913.6:Mo45

38 鷗外・ドイツ青春日記 森鷗外著 ; 荻原雄一現代語訳. 未知谷 2019.6. 915.6:Mo45

39 椋鳥通信(岩波文庫 ; 緑(31)-006-9-11). 森鷗外 [著] ; 池内紀編注 岩波書店 2014.10-2015.10. IWA:G6:1〜3

2/2 東京大学総合図書館


