「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

書名

発行所

請求記号

資料ID

コーナー

1

谷川俊太郎著

新潮社

9784101266220

911.56/Ta88

205258242 教員選択

2

ＪＡＳＲＡＣ創立７５周年記念 うたのチカラ : ＪＡＳＲＡＣリアルカウントと日本の音楽の
集英社
事業実行委員会【著】
未来

9784087815566

767.8/U96

205259212 教員選択

3

山田洋次監督; 渥美清主演 【DVD】 男はつらいよ 第44作 「寅次郎の告白」

松竹

EAN:
4988105069442

DVD//1322

205258037 教員選択

キネマ旬報社

9784873763071

778.21/J52/1

205259034 教員選択

キネマ旬報社

9784873763460

778.21/J52/2

204845028 教員選択

講談社

9784062174404

778.21/Y31

205259105 教員選択

小学館

9784093874953

934.6/Th8

880017018 教員選択

興陽館

9784877231965

934.6/Th8

205259052 教員選択

技術評論社

9784774147680

786.4/Ka86

205109144

9784582542080

295.3/Ka86

205259301 教員選択

日本放送出版協会

9784140814284

559/Si8

204998090 教員選択

日経BP社

9784822249212

504/B79

205002344 教員選択

日本経済新聞出版
社

9784532316709

007/A62

205258028 教員選択

文藝春秋

9784163901411

338.15/L59

205259179 教員選択

日経ＢＰ社

9784822251079

338.15/P27

205259268 教員選択

NTT出版

4757141041

371.3//144

204410011 教員選択

少年画報社

9784785947590

726.101/H38

205259141 教員選択

726.1/Te95/1

205259114 教員選択

726.1/Te95/2

205259123 教員選択

4
5
6
7
8
9

夜のミッキー・マウス （新潮文庫）

ISBN

松竹株式会社国内ライセン
人生に、寅さんを。 : 『男はつらいよ』名言集 (1)
ス室編
松竹株式会社国内ライセン
人生に、寅さんを。 : 『男はつらいよ』名言集 (2)
ス室編
山本晋也、渡辺俊雄著

寅さん、あなたが愛される理由

ヘンリー・D・ソロー著 ; 今泉
ウォールデン森の生活
吉晴訳
ヘンリー・ディヴィッド・ソロー
モノやお金がなくても豊かに暮らせる。
著 ; 増田沙奈訳
加藤則芳著

10 加藤則芳著

ロングトレイルという冒険

メインの森をめざして : アパラチアン・トレイル3500キロ
平凡社
を歩く

P・W・シンガー著 ; 小林由香
ロボット兵士の戦争
利訳
エリック・ブリニョルフソン, ア
12 ンドリュー・マカフィー著 ; 村 機械との競争
井章子訳
13 新井紀子著
コンピュータが仕事を奪う
11

マイケル・ルイス著 ; 渡会圭
フラッシュ・ボーイズ : 10億分の１秒の男たち
子、東江一紀訳
スコット・パタースン著 ; 永野
15
ウォール街のアルゴリズム戦争
直美訳
多元化する「能力」と日本社会 : ハイパー・メリトクラ
16 本田由紀著
シー化のなかで
14

17 橋本一郎著
18 手塚治虫、中野晴行著
19 手塚治虫、中野晴行著

鉄腕アトムの歌が聞こえる : 手塚治虫とその時代

手塚治虫が描いた戦後NIPPON 上 （1945～1964） 焦
小学館クリエイティブ 9784778033064
土から東京オリンピックまで
手塚治虫が描いた戦後NIPPON 下 （1965～1989） 繁
小学館クリエイティブ 9784778033071
栄と狂乱の時代、未来への警鐘

愛知県立大学長久手キャンパス図書館

1

教員選択

「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

20 鈴木英人著

書名

発行所

鈴木英人作品集 : 1997-2005

アートデイズ

21 馬場康夫監督 ; 阿部寛主演 【DVD】 バブルへGO!! : タイムマシンはドラム式

ISBN
4861190355

ポニー・キャニオン

馬場康夫監督 ; 原田知世出
【DVD】 彼女が水着にきがえたら
演
馬場康夫監督 ; 原田知世出
23
【DVD】 私をスキーに連れてって
演
22

フジテレビジョン
フジテレビジョン

EAN:
4988013601703
EAN:
4988013601604

請求記号

資料ID

コーナー

726.5/Su96

205002371 教員選択

DVD//244

205002219 教員選択

DVD//1327

205258073 教員選択

DVD//1326

205258064 教員選択

24 村上龍著

希望の国のエクソダス （文春文庫）

文藝春秋

9784167190057

913.6/Mu43

205265443 教員選択

25 古市憲寿著

絶望の国の幸福な若者たち

講談社

9784062170659

367.68/F93

204786179 教員選択

じゅうぶん豊かで、貧しい社会 : 理念なき資本主義の
末路

筑摩書房

9784480867254

331/Sk

205259310 教員選択

27 村上龍

走れ！タカハシ （講談社文庫）

講談社

9784061844445

913.6/Mu43

205258897 教員選択

28 ホイチョイ・プロダクション

気まぐれコンセプト クロニクル

小学館

9784093590020

674.21/Ki31

205259240 教員選択

29 ほぼ日刊イトイ新聞編集部

恋歌、くちずさみながら。 （ほぼ日文庫）

東京糸井重里事務
所

9784865010039

767.8/Ko35

205258912 教員選択

30 赤田祐一著

証言構成『ポパイ』の時代 : ある雑誌の奇妙な航海

太田出版

9784872336931

051.6/A33

205258046 教員選択

31 塩澤幸登著

平凡パンチの時代 : 1964年～1988年希望と苦闘と挫
折の物語

河出書房新社

9784309908571

051.6/Sh79

205265505 教員選択

DVD//961

205002228 教員選択

188.84/Ts82

205259061 教員選択

726.1/Me31

205259070 教員選択

475610231X

007.3/G26

205002362 教員選択

26

エドワード・スキデルスキー
著 ; 村井章子訳

ワーナー・ホームビ
デオ
ミヤオビパブリッシン
9784863668348
グ
集英社インターナ
9784797672299
ショナル

32 マーティン・バーク脚本・監督 【DVD】 バトル・オブ・シリコンバレー
33 角田泰隆、石井清純著
34

禅と林檎 : スティーブ・ジョブズという生き方

ケイレブ・メルビー原作 ; ジェ
ゼン・オブ・スティーブ・ジョブズ
ス３作画 ; 柳田由紀子訳

35 ビル・ゲイツ著 ; 西和彦訳

ビル・ゲイツ未来を語る

『ＣＮＮ ｅｎｇｌｉｓｈ ｅｘｐｒｅｓｓ』
編集部編
ルイス・ガースナー著 ; 山岡
37
洋一、高遠 裕子訳
ロバート・クリンジリー著 ; 夏
38
井幸子訳

対訳 セレブたちの卒業式スピーチ : 次世代に贈る言
朝日出版社
葉

9784255008905

837.7/Se81

205259043 教員選択

巨象も踊る

日本経済新聞社

9784532310233

007.35/G36

205259286 教員選択

倒れゆく巨象 : ＩＢＭはなぜ凋落したのか

祥伝社

9784396650520

007.35/C92

205259150 教員選択

36

愛知県立大学長久手キャンパス図書館

アスキー
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「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.
39

著編者名

書名

発行所

マイケル・マローン著 ; 土方
インテル : 世界で最も重要な会社の産業史
奈美訳

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

文藝春秋

9784163903316

549.067/Ma39

205259221 教員選択

9784163468501

289.1/I32

205257989 教員選択

DVD//594

204485700 教員選択

40 田原総一朗著

日本コンピュータの黎明 : 富士通・池田敏雄の生と死

文藝春秋

41

【DVD】 プロジェクトX : 挑戦者たち 「国産コンピュー
ターゼロからの大逆転」

NHKソフトウェア

42 木下是雄

日本語の思考法 （中公文庫）

中央公論新社

9784122051249

810.4/Ki46

880083238 教員選択

43 梅棹忠夫

知的生産の技術 （岩波新書）

岩波書店

4004150930

080/722/19

204475651 教員選択

44 花村太郎

知的トレーニングの技術 : 完全独習版 （ちくま学芸文
筑摩書房
庫）

141.5/H27

205185039 教員選択

45 佐藤美由紀

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉

双葉社

9784575309041

289.3/Mu22

205265452 教員選択

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ

汐文社

9784811320670

726.6/Mu22

205259160 教員選択

47 北野武

新しい道徳 : 「いいことをすると気持ちがいい」のはな
ぜか

幻冬舎

9784344028159

150/Ki69

205202640 教員選択

48 藤原和博

新しい道徳 （ちくまプリマー新書）

筑摩書房

9784480687739

080/C44/72

205258959 教員選択

ハワード・ラインゴールド（日
暮雅通訳）
イヴォン・シュイナード [著] ;
50
森摂訳
西垣 通【編著訳】 ヴァネ
51
ヴァー・ブッシュ他著

新・思考のための道具 : 知性を拡張するためのテクノ
パーソナルメディア
ロジー その歴史と未来
社員をサーフィンに行かせよう : パタゴニア創業者の経
東洋経済新報社
営論

9784893622167

007.13/R31

205259203 教員選択

9784492521656

589//164

204371049 教員選択

思想としてのパソコン

ＮＴＴ出版

9784871884976

007/N81

205265523 教員選択

52 外山滋比古

思考の整理学 （ちくま文庫）

筑摩書房

4480020470

141//1202

204408274 教員選択

9784140816875

304/R38

205259277 教員選択

9784478068236

332.107/N93

205259132 教員選択

46

くさばよしみ【編】 中川学
【絵】

49

53

ジェレミー・リフキン【著】 柴 限界費用ゼロ社会 : “モノのインターネット”と共有型経
ＮＨＫ出版
田裕之【訳】
済の台頭

54 野口悠紀雄【著】

「超」情報革命が日本経済再生の切り札になる

55

雑誌「考える人」 : 2015年 05月号 [特集 数学の言葉] 新潮社

56
57

ダイヤモンド社

雑誌「考える人」 : 2013年 08月号 [特集 数学は美しい
新潮社
か]
雑誌「考える人」 : 2012年 11月号 [特集 歩く 時速4km
新潮社
の思考]

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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P051-412

教員選択

P051-412

教員選択

P051-412

教員選択

「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

書名

発行所

雑誌「考える人」 : 2012年 02月号 [特集 ひとは山に向
かう]
雑誌「考える人」 : 2011年 08月号 [追悼特集 梅棹忠
夫]
雑誌「現代思想」 : 2011年01月号 [特集 Ｇｏｏｇｌｅの思
想]
雑誌「現代思想」 : 2015年09月号 [特集 絶滅 -人間不
在の世界-]
雑誌「現代思想」 : 2015年12月号 [特集 人工知能 -ポ
スト・シンギュラリティ-]
雑誌「現代思想」 : 2014年06月号 [特集 ポスト・ビッグ
データと統計学の時代 ムック –]
雑誌「現代思想」 : 2013年08月臨時号 [総特集 フォン・
ノイマン ゲーム理論・量子力学・コンピュータ科学]

58
59
60
61
62
63
64

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

新潮社

P051-412

教員選択

新潮社

P051-412

教員選択

青土社

P105-21

教員選択

青土社

P105-21

教員選択

青土社

P105-21

教員選択

青土社

P105-21

教員選択

青土社

P105-21

教員選択

65 谷川俊太郎

あなたに （初版本）

東京創元社

911.56/Ta88

66

荒地詩集 1953

荒地出版社

911.568/A68/1953 205258000 教員選択

67

芸術新潮 2015年8月号 グリューネヴァルト

新潮社

P705-3

教員選択

68 三好豊一郎

三好豊一郎詩集

土曜美術社出版

911.56/Sh64/122 205153008

教員選択

69 三好豊一郎

現代詩文庫 三好豊一郎詩集

思潮社

911.1/37/177

100044868 教員選択

70 三好豊一郎

三好豊一郎詩集

サンリオ

911.56/Mi91/1

205258144 教員選択

71 三好豊一郎

囚人 : 三好豊一郎詩集

岩谷書店

911.56/Mi91

205007529 教員選択

72 宮崎真素美

鮎川信夫研究 : 精神の架橋

日本図書センター

4820557289

911.5/B/190

204256753

73 宮崎真素美

戦争のなかの詩人たち : 荒地のまなざし

学術出版会

9784284103701

911.52/Mi88

204894309 教員選択

74 和田博文編

戦後詩のポエティクス : 1935～1959

世界思想社

9784790714033

911.52/W12

204537262 教員選択

75 田村隆一

若い荒地

講談社文芸文庫

9784061984691

911.52/Ta82

204837895 教員選択

ヴィレッジブックス

9784863322394

943.7/Ka15

205259080 教員選択

76

Kafka, Franz / 池内 紀 / 西
カフカ : classics in comics
岡兄妹

愛知県立大学長久手キャンパス図書館

4

9784812022115

205258082 教員選択

教員選択
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No.

著編者名

書名

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

77 カフカ 著 ; 池内紀 編訳

カフカ寓話集

岩波文庫

4003243846

080/438-4/22I

102688274 教員選択

78 平野嘉彦

カフカ : 身体のトポス

講談社

4062659042

940.2//612

300164914

河出文庫

9784309462219

953.6/H98

205259025 教員選択

河出書房新社

9784309410333

902.8/Sh21/1

205265461 教員選択

河出書房新社

9784309463377

983/D88/1

205258921 教員選択

河出書房新社

9784309463384

983/D88/2

205258930 教員選択

河出書房新社

9784309463407

983/D88/3

205258940 教員選択

79

J.K.ユイスマンス 著 ; 澁澤龍
さかしま
彦訳

80 澁澤龍彦

澁澤龍彦西欧作家論集成 上

ドストエフスキー 著 ; 望月哲
白痴 (1) (河出文庫)
男訳
ドストエフスキー 著 ; 望月哲
82
白痴 (2) (河出文庫)
男訳
ドストエフスキー 著 ; 望月哲
83
白痴 (3) (河出文庫)
男訳
81

教員選択

84 辻原登

東京大学で世界文学を学ぶ

集英社

9784087753967

904/Ts41

204907274 教員選択

85 大江健三郎 ほか著

21世紀ドストエフスキーがやってくる

集英社

9784087748611

980.268/D88

205265499 教員選択

86 粟津則雄

聖性の絵画

日本文芸社

9784537049886

723.34/G89

205258019 教員選択

87 谷川俊太郎

やさしさは愛じゃない （初版）

幻冬舎

9784877281144

911.56/Ta88

205257951 教員選択

88 谷川俊太郎

そのほかに （初版）

集英社

911.1//159

102131390 教員選択

89 谷川俊太郎

対詩 1981.12.24-1983.3.7 : 正津勉×谷川俊太郎
（初版）

書肆山田

911.56/Ta88

205258055 教員選択

谷川俊太郎【著】 佐野洋子
はだか : 谷川俊太郎詩集
【絵】
谷川俊太郎【著】 佐野洋子
91
女に : 谷川俊太郎詩集
【絵】
90

筑摩書房

9784480802750

911.56/Ta88

205258378 教員選択

マガジンハウス

9784838701803

911.56/Ta88

205257998 教員選択

911.56/Ta88

205257460 教員選択

92 谷川俊太郎【著】

二十億光年の孤独 （初版）

創元社

93

【DVD】 詩人 谷川俊太郎 (Books Kinokuniya)

紀伊國屋書店

EAN:
4523215076777

DVD//1329

205263028 教員選択

94 ウエルベック（ミシェル）

服従

河出書房新社

9784309206783

953.7/H96

205265480 教員選択

95

シャルリ・エブド事件を考える ： ふらんす特別編集

白水社

9784560084304

316.1/Ka76

205258986 教員選択

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

96 白水社編集部（編）

書名

発行所

パリ同時テロ事件を考える ： ふらんす特別編集

白水社

現代思想 2015年3月臨時増刊号 総特集 シャルリ・
青土社
エブド襲撃／イスラム国人質事件の衝撃
現代思想 2016年1月臨時増刊号 総特集 パリ襲撃
青土社
事件

97
98

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

9784560084908

316.4/P23

205258995 教員選択

9784791712960

P105-21

教員選択

9784791713110

P105-21

教員選択

99 第三書館編集部（編）

イスラム・ヘイトか、風刺か ー Are you Charlie?

第三書館

9784807415151

167/I85

205265425 教員選択

100 トッド（エマニュエル）

シャルリとは誰か？ 人種差別と没落する西欧 （文春
文藝春秋
新書）

9784166610549

302.35/To17

205258977 教員選択

101 佐藤優

日本でテロが起きる日

時事通信社

9784788714434

319.04/Sa85

205259099 教員選択

102 山口昌子

フランス流テロとの戦い方

ワニブックス

9784847060809

316.4/Y24

205258968 教員選択

103 ヘミングウェイ

移動祝祭日 （新潮文庫）

新潮社

9784102100158

933.7/H52

205265434 教員選択

104 坂野 登 著

不安の力―不確かさに立ち向かうこころ―

勁草書房

9784326299072

141.6/Sa34

205259295 教員選択

105 笠原 嘉他 著

こころの病い: 不安と文化

岩波書店

9784000029094

493.7/Ka71/1997 131879

教員選択

106 笠原 嘉 著

不安の病理 （岩波新書）

岩波書店

9784004201571

080/157/19A

100793833

教員選択

107 生月 誠 著

不安の心理学 （講談社現代新書）

講談社

9784061493247

141.6/I35/1996

119180

教員選択

実務教育出版

9784788960794

146.2/L45/2004

145368

教員選択

日本評論社

9784535140288

P140-556

岩波書店

9784000926751

146.13/F46/15

204854733 教員選択

111 フロイト 著，加藤 敏他 訳

フロイト全集19否定; 制止，症状，不安; 素人分析の問題岩波書店

9784000926799

146.13/F46/19

204631489 教員選択

112 斎藤 環 著

生き延びるためのラカン

バジリコ

9784862380067

146.1/Sa25

204560823 教員選択

113 北山 修 著

最後の授業: 心をみる人たちへ

みすず書房

9784622075431

146.1/Ki74

205259188 教員選択

誠信書房

9784414414233

146//852

204360715 教員選択

108

リチャードS.ラザルス 著，小
ストレスと情動の心理学: ナラティブ研究の視点から
川 浩他 訳

109 中山 和彦 編

こころの科学128 「特別企画 不安とむきあう」

110 フロイト 著，新宮 一成他 訳 フロイト全集15 精神分析入門講義

114

ジョン･マクレオッド 著，野村
物語りとしての心理療法: ナラティヴ･セラピィの魅力
晴夫 訳

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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教員選択

「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

115 小川 洋子・河合 隼雄 著
J.カバットジン 著，春木 豊
訳
ジョン･P･フォーサイス他
117
著，西川 美樹他訳
116

118
119
120
121
122
123
124
125

書名

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

生きるとは，自分の物語をつくること

新潮社

9784104013067

914.6/O24

880015265

マインドフルネスストレス低減法

北大路書房

9784762825842

498.39/Ka11

205259259 教員選択

9784750336572

146.8/F39

205259339 教員選択

9784062560078

146.15/Ka93

205258289 教員選択

9784834009217

726.6/Ta88

205258298 教員選択

931/Ma99/1

205261954 教員選択

931/Ma99/2

205261963 教員選択

931/Ma99/3

205261972 教員選択

931/Ma99/4

205261981 教員選択

931/Ma99/5

205261990 教員選択

9784101252230

914.6/Ka93

205258903 教員選択

不安・恐れ・心配から自由になるマインドフルネス・ワー
明石書店
クブック
魂にメスはいらない―ユング心理学講義―
河合 隼雄・谷川 俊太郎 著
講談社
（講談社＋α 文庫）
谷川俊太郎
和田誠（イラ
あな （こどものとも絵本）
福音館書店
ストレーター）
谷川俊太郎訳 マザーグー
マザーグースのうた （第1巻）
草思社
ス
谷川俊太郎訳 マザーグー
マザーグースのうた （第2巻）
草思社
ス
谷川俊太郎訳 マザーグー
マザーグースのうた （第3巻）
草思社
ス
谷川俊太郎訳 マザーグー
マザーグースのうた （第4巻）
草思社
ス
谷川俊太郎訳 マザーグー
マザーグースのうた （第5巻）
草思社
ス
河合隼雄対話集
河合 隼雄
新潮社
こころの声を聴く （新潮文庫）

教員選択

126 大江 健三郎他 著

日本語と日本人の心

岩波書店

9784000017275

810//827

203944774 教員選択

127 山中 康裕 著

心理臨床プロムナード: こころをめぐる13の対話

遠見書房

9784904536834

146.04/Y34

205265514 教員選択

128 石田 徹也【著】

石田徹也遺作集

求龍堂

9784763006295

723.1/I72

205259348 教員選択

129 石田 徹也【著】

石田徹也全作品集

求龍堂

9784763010063

723.1/I72

205259419 教員選択

130 石田 徹也【著】

石田徹也ノート

求龍堂

9784763013071

723.1/I72

205259357 教員選択

講談社

9784062078245

723.345/Kl3

205265022 教員選択

講談社

9784062663694

723.345/Kl3

205265031 教員選択

好学社

9784769020011

726.6/L66

205258823 教員選択

パウル・クレー 谷川俊太
クレーの絵本 : 谷川俊太郎詩集
郎
パウル・クレー 谷川俊太
132
クレーの天使
郎
レオ・レオニ【作】 谷川俊太
133
スイミー : ちいさなかしこいさかなのはなし
郎【訳】
131

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

134 レオ・レオニ

谷川俊太郎

谷川俊太郎【文】 元永定正
【絵】
エルヴェ・テュレ【作】 谷川
136
俊太郎【訳】
エルヴェ・テュレ【作】 谷川
137
俊太郎【訳】
レオ・レオーニ作 ; 藤田圭雄
138
訳
135

139 谷川俊太郎【詩】
140 谷川俊太郎 松本大洋

書名

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

じぶんだけのいろ : いろいろさがしたカメレオンのは
なし

好学社

9784769020080

726.6/L66

205259016 教員選択

いろ いきてる！

福音館書店

9784834023893

726.6/Ta88

205258761 教員選択

まるまるまるのほん

ポプラ社

9784591117606

726.6/Tu4

205258805 教員選択

いろいろいろのほん

ポプラ社

9784591139790

726.6/Tu4

205265363 教員選択

あおくんときいろちゃん

至光社

9784783400004

726.6/L66

204878753 教員選択

9784938595487

723.345/Kl3

205265247 教員選択

9784865011074

726.6/Ta88

205258206 教員選択

080/70-6/22H

100762210 教員選択

クレーと黄色い鳥のいる風景 （おはなし名画をよむま
博雅堂出版
えに〈５〉）
東京糸井重里事務
かないくん （ほぼにちの絵本）
所

141 芥川龍之介

歯車 （岩波文庫）

岩波書店

142 太宰治

走れメロス （新潮文庫）

新潮社

9784101006062

913.6/D49

204538303 教員選択

143 石川淳

普賢・佳人 （講談社文芸文庫）

講談社

9784061963207

913.6/I76

205259007 教員選択

144 坂口安吾

桜の森の満開の下/白痴 : 他十二篇 （岩波文庫）

岩波書店

080/I95-31/182-2 204491501 教員選択

145 火野葦平・田村泰次郎

火野葦平集/田村泰次郎集

集英社

918.6/N71/67

204866977

146 真壁茂夫

「核」からの視点

れんが書房新社

770.4/Ma33

205173379 教員選択

147 真壁茂夫

架空の花

而立書房

912.6/Ma33

205178428 教員選択

148 市川浩

精神としての身体

勁草書房

114/B/36

101978046 教員選択

149 市川浩

<身>の構造 : 身体論を超えて

青土社

114//55

100518417 教員選択

150 細江英公

薔薇刑 （二十一世紀版）

丸善

748/H93

205258135 教員選択

151 澁澤龍彦

血と薔薇 （第1号 復原）

白順社

705/Sh24/1

205265532 教員選択

152 澁澤龍彦

血と薔薇 （第2号 復原）

白順社

705/Sh24/2

205265541 教員選択

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

書名

発行所

153 澁澤龍彦

血と薔薇 （第3号 復原）

白順社

154 土方巽

病める舞姫 （限定復刻版）

白水社

155 岡本太郎美術館

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

705/Sh24/3

205265550 教員選択

9784560081235

913.6/H56

205259384 教員選択

土方巽の舞踏―肉体のシュルレアリスム 身体のオント 慶応義塾大学出版
ロジー
会

9784766410518

769.1/H56

205259393 教員選択

156 森下隆

写真集 土方巽 肉体の舞踏誌

勉誠出版

9784585270201

769.1/Mo65

205259366 教員選択

157 稲田奈緒美

土方巽 絶後の身体

日本放送出版協会

9784140812747

769.1/I54

205259375 教員選択

158 原田広美

舞踏(BUTOH)大全 : 暗黒と光の王国

現代書館

9784768476802

769.1/H32

205259400 教員選択

159 寺山修司

寺山修司ブルーレイBOX (1)

キングレコード

DVD/1/1321

205258108 教員選択

160 寺山修司

寺山修司ブルーレイBOX (2)

キングレコード

DVD/2/1321

205258117 教員選択

161 寺山修司

寺山修司ブルーレイBOX (3)

キングレコード

DVD/3/1321

205258126 教員選択

162 寺山修司

【DVD】 草迷宮

紀伊國屋書店

DVD//1328

205258091 教員選択

163 寺山修司

寺山修司の仮面画報

平凡社

9784582287011

770.4/Te67

205259197 教員選択

164 九条今日子

寺山修司劇場 『ノック』

日東書院本社

9784528010550

775.1/Ta54

205259230 教員選択

165 寺山偏陸

寺山修司劇場美術館

PARCO出版

9784891947781

910.268/Te67

205259320 教員選択

166 谷川俊太郎

日々の地図

集英社

9784087724103

911.56/Ta88

205265470 教員選択

167 谷川俊太郎

詩の本

集英社

9784087712995

911.56/Ta88

205265102 教員選択

168 谷川俊太郎著

空に小鳥がいなくなった日

サンリオ

9784387900122

911.56/Ta88

205258449 教員選択

169 谷川俊太郎【著】

ミライノコドモ

岩波書店

9784000248662

911.56/Ta88

205258215 谷川氏著作

集英社

9784087714760

911.56/Ta88

205264965 谷川氏著作

幻戯書房

9784901998819

911.56/Ta88

205264974 谷川氏著作

170

谷川俊太郎【詩】 佐野洋子
女に : 谷川俊太郎詩集
【絵】

171 谷川俊太郎【著】

東京バラード、それから
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No.

著編者名

書名

発行所

谷川俊太郎【著】 元永定正
ココロのヒカリ （みるみる絵本）
文研出版
【絵】
谷川俊太郎【著】 Ｗ．Ｉ．エリ 二十億光年の孤独―Ｔｗｏ Ｂｉｌｌｉｏｎ Ｌｉｇｈｔ‐Ｙｅａｒｓ ｏｆ
173
集英社
オット 川村和夫【訳】
Ｓｏｌｉｔｕｄｅ （集英社文庫）
東京糸井重里事務
174 谷川俊太郎
谷川俊太郎質問箱 （Ｈｏｂｏｎｉｃｈｉ ｂｏｏｋｓ）
所
172

175 谷川俊太郎【著】
176 谷川俊太郎【著】
177 谷川俊太郎【著】
178 谷川俊太郎【著】
谷川俊太郎【文・詩】 吉村
和敏【写真】
谷川俊太郎【著】 田原
180
【編】《ティアン ユアン》
谷川俊太郎【著】 田原
181
【編】《ティアン ユアン》
谷川俊太郎【著】 田原
182
【編】《ティアン ユアン》
179

183 河合隼雄 谷川俊太郎【著】
184

谷川俊太郎【文】 和田誠
【絵】
谷川俊太郎【作】 安野光雅
187
【絵】
谷川俊太郎【文】 中 悦子
188
【絵・写真】
谷川俊太郎【原詩】 飯野
189
和好【絵】
186

190 谷川俊太郎【詩】

請求記号

資料ID

コーナー

9784580821026

726.6/Ta88

205258224 谷川氏著作

9784087462685

911.56/Ta88

205264983 谷川氏著作

9784902516142

914.6/Ta88

205264992 谷川氏著作

新潮社

9784101266237

914.6/Ta88

205265004 谷川氏著作

集英社

9784087520354

911.56/Ta88

205258233 谷川氏著作

集英社

9784087520354

911.56/Ta88

880134847 谷川氏著作

夜のミッキー・マウス （新潮文庫）

新潮社

9784101266220

911.56/Ta88

205258242 谷川氏著作

あさ／朝

アリス館

9784752002772

911.56/Ta88

205265013 谷川氏著作

谷川俊太郎詩選集〈１〉 （集英社文庫）

集英社

9784087478310

911.56/Ta88/1

205258251 谷川氏著作

谷川俊太郎詩選集〈２〉 （集英社文庫）

集英社

9784087478464

911.56/Ta88/2

205258260 谷川氏著作

谷川俊太郎詩選集〈３〉 （集英社文庫）

集英社

9784087478549

911.56/Ta88/3

205258270 谷川氏著作

魂にメスはいらない : ユング心理学講義 （講談社プラ
講談社
スアルファ文庫）

9784062560078

146.15/Ka93

205258289 谷川氏著作

アリス館

9784752005919

049.1/Ta88

205265040 谷川氏著作

はるかな国からやってきた

童話屋

9784887470330

911.56/Ta88

205265050 谷川氏著作

ともだち

玉川大学出版部

9784472402784

726.6/Ta88

205258304 谷川氏著作

あけるな 復刊

ブッキング

9784835442679

726.6/Ta88

205265069 谷川氏著作

よるのようちえん

福音館書店

9784834015393

726.6/Ta88

205258313 谷川氏著作

おならうた

絵本館

9784871101585

726.6/Ta88

205258322 谷川氏著作

すてきなひとりぼっち

童話屋

9784887470842

911.56/Ta88

205265078 谷川氏著作

ひとり暮らし （新潮文庫）
これが私の優しさです : 谷川俊太郎詩集 （集英社文
庫）
これが私の優しさです : 谷川俊太郎詩集 （集英社文
庫）

谷川俊太郎【著】 安野光雅
すき好きノート
【装画】

185 谷川俊太郎【詩】

ISBN

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.

著編者名

191 谷川俊太郎【著】

書名

発行所

すこやかにおだやかにしなやかに

谷川俊太郎【著】 吉村和敏
ゆう／夕
【写真】
谷川俊太郎【文】 吉田六
193
きらきら
郎【写真】
谷川俊太郎【著】 エリオッ
194
６２のソネット＋３６ （集英社文庫）
ト，Ｗ．Ｉ． 川村和夫【英訳】
ぼくはこうやって詩を書いてきた : 谷川俊太郎、詩と人
195 谷川俊太郎 山田馨
生を語る
谷川俊太郎【詩】 和田誠
196
いちねんせい
【絵】
谷川俊太郎【著】 佐野洋子
197
はだか : 谷川俊太郎詩集
【絵】
谷川俊太郎【作】 沢渡朔
198
なおみ （日本傑作絵本シリーズ）
【写真】
192

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

佼成出版社

9784333021918

911.56/Ta88

205265087 谷川氏著作

アリス館

9784752002901

911.56/Ta88

205258331 谷川氏著作

アリス館

9784752004219

726.6/Ta88

205258340 谷川氏著作

集英社

9784087464597

911.56/Ta88

205258350 谷川氏著作

ナナロク社

9784904292068

911.52/Ta88

205265096 谷川氏著作

小学館

9784097270126

726.6/Ta88

205258369 谷川氏著作

筑摩書房

9784480802750

911.56/Ta88

205258378 谷川氏著作

福音館書店

9784834022971

726.6/Ta88

205258387 谷川氏著作

199 岡崎乾二郎 谷川俊太郎

ぽぱーぺぽぴぱっぷ

クレヨンハウス

9784861011382

726.6/Ta88

205258396 谷川氏著作

200 谷川俊太郎【著】

魂のいちばんおいしいところ : 谷川俊太郎詩集

サンリオ

9784387902669

911.56/Ta88

205258402 谷川氏著作

201 谷川俊太郎【著】

詩の本

集英社

9784087712995

911.56/Ta88

205265102 谷川氏著作

202 谷川俊太郎 長新太

きもち

福音館書店

9784834014884

726.6/Ta88

205258411 谷川氏著作

思潮社

9784783704461

911.56/Ta88

205265111 谷川氏著作

理論社

9784652038475

911.56/Ta88

205258420 谷川氏著作

アリス館

9784752003441

726.6/Ta88

205258430 谷川氏著作

911.568/Ta88

205265120 谷川氏著作

911.568/Ta88/2

205265130 谷川氏著作

203 谷川俊太郎【著】
世間知ラズ
谷川俊太郎【著】 香月泰
204 男【絵】
水内喜久雄【選・ 谷川俊太郎詩集 いまぼくに （詩と歩こう）
著】
谷川俊太郎【文】 吉村和敏
205
あさの絵本
【写真】

角川ＳＳコミュニケー
9784827531206
ションズ
角川ＳＳコミュニケー
9784827531527
ションズ

206 谷川俊太郎【著】

生きる : わたしたちの思い

207 谷川俊太郎【著】

生きる : わたしたちの思い〈第２章〉

208 谷川俊太郎【著】

詩を書く : なぜ私は詩をつくるか （詩の森文庫）

思潮社

9784783717072

901.1/Ta88

205258458 谷川氏著作

209 谷川俊太郎【著】

詩ってなんだろう （ちくま文庫）

筑摩書房

9784480423252

908.1/Ta88

205258467 谷川氏著作

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.
210

著編者名
谷川俊太郎【著】 Ｗｉｌｌｉａ
ｍ．Ｉ． Ｅｌｌｉｏｔｔ 川村和夫【英
訳】
谷川俊太郎【文】 三輪滋
【絵】
ジョン・バーニンガム【作】
谷川俊太郎【訳】
たにかわしゅんたろう【文】
えがしらみちこ【絵】
谷川俊太郎【詩】 田淵章三
【写真】
谷川俊太郎【詩】 塚本やす
し【絵】
皆川明【絵】 谷川俊太郎
【文】

書名

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

ｍｉｎｉｍａｌ

思潮社

9784783713234

911.56/Ta88

205265149 谷川氏著作

せんそうごっこ 復刻改訂版

いそっぷ社

9784900963672

726.6/Ta88

205265158 谷川氏著作

シルヴィーどうぶつえんへいく

ＢＬ出版

9784776407201

726.6/B93

205258476 谷川氏著作

せんそうしない

講談社

9784062195492

726.6/Ta88

205265167 谷川氏著作

今日までそして明日から

佼成出版社

9784333027132

911.56/Ta88

205258485 谷川氏著作

うんこ

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

9784799316900

726.6/Ta88

205258494 谷川氏著作

はいくないきもの

クレヨンハウス

9784861013058

726.6/Ta88

205258500 谷川氏著作

217 谷川俊太郎【著】

詩に就いて

思潮社

9784783734673

911.56/Ta88

205258510 谷川氏著作

218 谷川俊太郎・徳永進【著】

詩と死をむすぶもの : 詩人と医師の往復書簡 （朝日
文庫）

朝日新聞出版

9784022647689

490.14/Ta88

205258529 谷川氏著作

つくる （五感のえほん〈2〉）

復刊ドットコム

9784835451831

726.6/Ta88

205258538 谷川氏著作

酔うために飲むのではないからマッコリはゆっくり味わ
クオン
う （日韓同時代人の対話シリーズ）

9784904855287

911.52/Ta88

205265176 谷川氏著作

恐竜人間

ＰＡＲＣＯ出版

9784865061154

748/Sh51

205265185 谷川氏著作

雪の国の白雪姫

ＰＡＲＣＯ出版

9784865061000

911.56/Ta88

205258547 谷川氏著作

おやすみ神たち

ナナロク社

9784904292532

748/Ka97

205265194 谷川氏著作

悼む詩

東洋出版

9784809677540

911.56/Ta88

205258556 谷川氏著作

225 谷川俊太郎【作】 井上洋介 こわくない （シリーズ子どもたちへ）

絵本塾出版

9784864840569

726.6/Ta88

205258565 谷川氏著作

226 谷川俊太郎【著】

ＰＨＰ研究所

9784569784052

911.52/Ta88

205258574 谷川氏著作

佼成出版社

9784333026500

726.6/Ta88

205258583 谷川氏著作

福音館書店

9784834080520

726.6/Ta88

205258592 谷川氏著作

211
212
213
214
215
216

219
220
221
222
223
224

227

谷川俊太郎【文】 福田岩緒
【絵】
谷川俊太郎・申庚林【著】; 吉
川凪【訳】
下田昌克【恐竜制作】 谷川
俊太郎【詩】 藤代冥砂【写
真】
谷川俊太郎【詩】 小松菜奈
【モデル】
谷川俊太郎【詩】 川島小鳥
【写真】
谷川俊太郎【詩】 正津勉
【編】

詩を書くということ : 日常と宇宙と (インタビュー）

谷川俊太郎【詩】 塚本やす
しんでくれた
し【絵】

228 谷川俊太郎、元永定正

あみだだだ （日本傑作絵本シリーズ）
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「"不安"から照らす"生"の諸相×谷川俊太郎展」 展示資料一覧
No.
229

著編者名

書名

長倉洋海【写真】 谷川俊太
小さなかがやき
郎【詩】

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

偕成社

9784030166400

748/N14

205258609 谷川氏著作

230 萩原昌好【編】

谷川俊太郎 （日本語を味わう名詩入門 19）

あすなろ書房

9784751526590

911.5/N71/19

205258618 谷川氏著作

231 谷川俊太郎【著】

こころ

朝日新聞出版

9784022510945

911.56/Ta88

205265200 谷川氏著作

クレヨンハウス

9784861012556

726.6/Ta88

205258627 谷川氏著作

そうえん社

9784882642497

726.6/Sh51

205265210 谷川氏著作

復刊ドットコム

9784835449302

726.6/Ka92

205265229 谷川氏著作

下田昌克【絵】 谷川俊太郎
あーん
【文】
下田昌克【作・絵】 谷川俊
233
ぶたラッパ （そうえんしゃ日本のえほん）
太郎【文】
谷川俊太郎【詩】 川原田徹
234
かぼちゃごよみ
【絵】
232

235 谷川俊太郎【著】

写真

晶文社

9784794967954

748/Ta88

205258636 谷川氏著作

236 谷川俊太郎【著】

散文 改版

晶文社

9784794967961

914.6/Ta88

205265238 谷川氏著作

芸術新聞社

9784875863540

726.6/Ta88

205258645 谷川氏著作

童話屋

9784887471177

911.56/Ta88

205258654 谷川氏著作

クレヨンハウス

9784861012204

726.6/Ta88

205258663 谷川氏著作

福音館書店

9784834027112

726.6/Ta88

205258672 谷川氏著作

一時停止 : 自選散文１９５５‐２０１０ （草思社文庫）

草思社

9784794218803

914.6/Ta88

205258681 谷川氏著作

これはおひさま

復刊ドットコム

9784835448220

726.6/Ta88

205258690 谷川氏著作

ことばを生み出す三角宇宙 （朝日文庫）

朝日新聞出版

9784022646361

914.68/Ta88

205258707 谷川氏著作

おはなししましょう （日本傑作絵本シリーズ）

福音館書店

9784834026641

726.6/Ta88

205258716 谷川氏著作

そのこ

晶文社

9784794967664

726.6/Ta88

205258725 谷川氏著作

もりのくまとテディベア

金の星社

9784323071756

726.6/Ta88

205265256 谷川氏著作

えもじ

福音館書店

727/Ta88

205257924 谷川氏著作

237

谷川俊太郎【詩】 宇野亜喜
おおきなひとみ
良【絵】

238 谷川俊太郎【詩】

ぼくはぼく

谷川俊太郎【文】 清川あさ かみさまはいるいない？ （谷川俊太郎さんの「あか
み【絵】
ちゃんから絵本」）
谷川俊太郎【文】 長 新太
240
あなた （ランドセルブックス）
【絵】
239

241 谷川俊太郎【著】
242
243
244
245
246
247

谷川俊太郎【文】 大橋歩
【絵】
谷川俊太郎 高田宏 吉本
ばなな【著】
谷川俊太郎【文】 元永定正
【絵】
谷川俊太郎【詩】 塚本やす
し【絵】
谷川俊太郎【詩】 和田誠
【絵】
谷川俊太郎【文】 堀内誠一
【構成】

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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No.

著編者名

書名

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

248 谷川俊太郎【著】

ぺ

講談社

9784061317925

913.6/Ta88

205257933 谷川氏著作

249 谷川俊太郎【著】

詩を考える : 言葉が生まれる現場

思潮社

4783717095

901.1/Ta88

205258734 谷川氏著作

おそばおばけ

クレヨンハウス

9784861011559

726.6/Ta88

205265265 谷川氏著作

ほしにむすばれて

文研出版

9784580820623

726.6/Ta88

205265274 谷川氏著作

ここからどこかへ

角川学芸出版

9784046534064

913.6/Ta88

205265283 谷川氏著作

かあさんどうして

佼成出版社

9784333024483

726.6/Ta88

205258743 谷川氏著作

あくま

教育画劇

9784774610689

726.6/Ta88

205265292 谷川氏著作

むかしむかし

イースト・プレス

9784781603957

726.6/Ta88

205258752 谷川氏著作

すーびょーるーみゅー

クレヨンハウス

9784861010859

726.6/Ta88

205258770 谷川氏著作

257 谷川俊太郎【著】

沈黙のまわり : 谷川俊太郎エッセイ選

講談社

4061983059

914.6/Ta88

205265309 谷川氏著作

258 谷川俊太郎【著】

「ん」まであるく

草思社

9784794202307

914.6/Ta88

205265318 谷川氏著作

どきん

理論社

4652070608

911.58/Ta88

205257942 谷川氏著作

みんなやわらかい

大日本図書

4477010540

911.56/Ta88

205265327 谷川氏著作

261 谷川俊太郎, 荒木経惟【著】 やさしさは愛じゃない

幻冬舎

4877281142

911.56/Ta88

205257951 谷川氏著作

262 谷川俊太郎【著】

青土社

4791750861

911.56/Ta88

205258780 谷川氏著作

自由国民社

9784426106980

726.6/Ku95

205265336 谷川氏著作

250
251
252
253
254
255
256

谷川俊太郎【文】
寿【絵】
谷川俊太郎【文】
つる【絵】
谷川俊太郎【文】
【絵】
谷川俊太郎【詩】
【絵】
谷川俊太郎【詩】
【絵】
谷川俊太郎【詩】
【絵】
谷川俊太郎【文】
【絵】

しりあがり
えびなみ
和田誠
中村悦子
和田誠
片山健
土佐信道

谷川俊太郎【詩】 和田誠
【画】
谷川俊太郎【詩】 広瀬弦
260
【画】 水内喜久雄【編】
259

263

夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった

谷川俊太郎【文】 桑原伸之
スーパーマンその他大勢
【絵】

264 谷川俊太郎【著】

谷川俊太郎の３３の質問 （ちくま文庫）

筑摩書房

9784480020420

914.6/Ta88

205257960 谷川氏著作

265 谷川俊太郎【著】

谷川俊太郎の３４の質問 : 続編 （ちくま文庫）

筑摩書房

9784480027474

914.6/Ta88/2

205257970 谷川氏著作

学研教育出版

9784054063358

726.1/Sc8

205265345 谷川氏著作

266

チャールズ・M.シュルツ【著】
ウッドストックの小さいって大きないのち
谷川俊太郎【訳】

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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No.
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

著編者名
ジョン・バーニンガム【作】
谷川俊太郎【訳】
マーカス・フィスター【作】
谷川俊太郎【訳】
J.U.メイ【文】 M.センダック
【絵】 谷川俊太郎【訳】
エドワード・ギブ【作】 谷川
俊太郎【訳】
エドワード・ギブス【作】 谷
川俊太郎【訳】
レオ・レオニ【作】 谷川俊太
郎【訳】
クエンティン・ブレイク【作・
絵】 谷川俊太郎【訳】
クエンティン・ブレイク【作・
絵】 谷川俊太郎【訳】
マーカス・フィスター【作】 谷
川俊太郎【訳】
マーカス・フィスター【作】 谷
川俊太郎【訳】
レオ・ レオニ【作】 谷川俊
太郎【訳】
クエンティン・ ブレイク【作・
絵】 谷川俊太郎【訳】
エマヌエラ・ブッソラーティ
【作】 谷川俊太郎【訳】
レオ・レオニ【作】 谷川俊太
郎【訳】
レオ・レオニ【作】 谷川俊
太郎【訳】
レオ・レオニ【作】 谷川俊太
郎【詩】

283 谷川俊太郎著
284

書名

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

シルヴィーどうぶつえんへいく

ＢＬ出版

9784776407201

726.6/B93

205258476 谷川氏著作

年少版 ゆっくりおやすみにじいろのさかな

講談社

9784062650816

726.6/P49

205258799 谷川氏著作

ムーン・ジャンパー

偕成社

9784033483108

726.6/U29

205265354 谷川氏著作

どんぐり

光村教育図書

9784895728713

726.6/G42

205265372 谷川氏著作

ちびはち

光村教育図書

9784895728638

726.6/G42

205258814 谷川氏著作

スイミー : ちいさなかしこいさかなのはなし

好学社

9784769020011

726.6/L66

205258823 谷川氏著作

みならい騎士とブーツどろぼう

好学社

9784769022152

726.6/B53

205258832 谷川氏著作

すてきな曲芸師アンジェロ

好学社

9784769022145

726.6/B53

205258841 谷川氏著作

ゆっくりおやすみにじいろのさかな （世界の絵本）

講談社

9784062650786

726.6/P49

205258850 谷川氏著作

おしえておしえて （講談社の翻訳絵本）

講談社

9784062830621

726.6/P49

205265381 谷川氏著作

はまべにはいしがいっぱい

好学社

9784769020257

726.6/L66

205258860 谷川氏著作

マグノリアおじさん

好学社

9784769022121

726.6/B53

205258879 谷川氏著作

タラリ タラレラ

集英社

9784087814781

726.6/B95

205265390 谷川氏著作

シオドアとものいうきのこ : えらくなりすぎたねずみのは
好学社
なし

9784769020226

726.6/L66

205265407 谷川氏著作

あそぼうよ

好学社

9784769020219

726.6/L66

205258888 谷川氏著作

ねずみのつきめくり

好学社

9784769020271

726.6/L66

205265416 谷川氏著作

あたしとあなた

ナナロク社

9784904292594

911.56/Ta88

205191410 谷川氏著作

岩波書店

9784006022709

019/Ka93

205190576 谷川氏著作

岩波書店

9784003119211

080/I95-31/192-1 204945776 谷川氏著作

河合隼雄, 立花隆, 谷川俊太
読む力・聴く力 （岩波現代文庫）
郎著

285 谷川俊太郎 [著]

発行所

自選谷川俊太郎詩集 （岩波文庫）

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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書名

発行所

ISBN
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コーナー

286 谷川俊太郎文 ; 長新太絵

あなた

福音館書店

9784834027112

726.6/Ta88

205008160 谷川氏著作

287 谷川俊太郎 [ほか] 著

それでも三月は、また

講談社

9784062175234

918.6/So55

204912176 谷川氏著作

南海出版公司

9787544256209

726.6/Ta88

205135162 谷川氏著作

にほんごの話

青土社

9784791765133

911.5/Ta88

205138280 谷川氏著作

6わのからす

あすなろ書房

9784751525227

726.6/L66

204819841 谷川氏著作

きりのなかのサーカス

フレーベル館

9784577036976

726.6/Mu32

205148438 谷川氏著作

子どもたちの遺言

佼成出版社

9784333023622

911.56/Ta88

880075334

死

大月書店

9784272406623

114.2/Ta88

204844011 谷川氏著作

ニコラスどこにいってたの?

あすなろ書房

9784751525180

726.6/L66

204819888 谷川氏著作

295 谷川俊太郎, 内田義彦著

言葉と科学と音楽と : 対話

藤原書店

9784894346222

914.6/Ta88

204439833 谷川氏著作

296 谷川俊太郎, 長谷川宏著

魂のみなもとへ : 詩と哲学のデュオ

朝日新聞社

9784022615343

911.56/Ta88

205012716 谷川氏著作

小学館

4093876576

762//692

300508265 谷川氏著作

澪標

4860780647

911.52/Ta88

880097897 谷川氏著作

あすなろ書房

4751522639

726.6/R29

204606682

澪標

4860780108

911.5//243

300485910 谷川氏著作

小学館

4093874115

375.412/Ka93

204577740 谷川氏著作

あすなろ書房

4751519913

726.6/L66

204819860 谷川氏著作

岩波書店

4001140683

931//2940

300094767 谷川氏著作

あすなろ書房

4751519786

726.6/L66

204819850 谷川氏著作

288

(日) 谷川俊太郎著 ; (日) 元
噗～噗～噗
永定正绘 ; 猿渡静子译

289 谷川俊太郎, 和合亮一著
290
291
292
293
294

297

レオ・レオーニ作 ; 谷川俊太
郎訳
ブルーノ・ムナーリ作 ; 谷川
俊太郎訳
谷川俊太郎詩 ; 田淵章三写
真
谷川俊太郎文 ; かるべめぐ
み絵
レオ・レオーニ作 ; 谷川俊太
郎訳

谷川俊太郎聞き手 : 小澤征
谷川俊太郎が聞く武満徹の素顔
爾[ほか]語り手

298 谷川俊太郎 [ほか]著

谷川俊太郎《詩の半世紀》を読む

ピーター・レイノルズ作 ; 谷
てん
川俊太郎訳
谷川俊太郎, 田原, 山田兼士 谷川俊太郎「詩」を語る : ダイアローグ・イン・大阪
300
著
2000-2003
299

301 河合隼雄, 谷川俊太郎著

こころに届く授業 : 教える楽しみ教わる喜び

レオ・レオーニ著 ; 谷川俊太
どうするティリー?
郎訳
谷川俊太郎訳 ; 鷲津名都江
303
よりぬき マザーグース
編
レオ・レオーニ作・絵 ; 谷川
304
いろいろ1ねん
俊太郎訳
302

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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No.

著編者名

河合隼雄, 谷川俊太郎, 山田
太一著
内田義彦著 ; 谷川俊太郎
306
[ほか] 対談
見田宗介, 河合隼雄, 谷川俊
307
太郎著
マーカス・フィスター作 ; 谷川
308
俊太郎訳
305

書名

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

家族はどこへいくのか

岩波書店

367.3//149

204195952 谷川氏著作

ことばと音、そして身体

藤原書店

081/2/366

300471110 谷川氏著作

子どもと大人 : ことば・からだ・心

岩波書店

4000260634

371.4//54

102657661 谷川氏著作

にじいろのさかな

講談社

4062619512

726.6/P49

205175364

309 谷川俊太郎著

真っ白でいるよりも

集英社

4087741370

911.5//240

300457569 谷川氏著作

310 谷川俊太郎著

モーツァルトを聴く人 : 谷川俊太郎詩集

小学館

4093871299

911.56/Ta88

204486261 谷川氏著作

十八歳 : 詩集

東京書籍

4487790476

911.5//181

300096574 谷川氏著作

312

谷川俊太郎詩集.続

思潮社

4783708754

911.1/108/177

100045650 谷川氏著作

313 別役実著 ; 谷川俊太郎著

能; 狂言 (少年少女古典文学館 ; 第15巻)

講談社

406250815X

918/15/164

204059182 谷川氏著作

筑摩書房

4480024425

748//261

300111269 谷川氏著作

311

314

谷川俊太郎著 ; 沢野ひとし
絵

丹地保堯写真 ; 谷川俊太郎
50本の木 : 写真集 (ちくま文庫）
詩

谷川氏著作

315 谷川俊太郎編

愛の詩集 新装版

サンリオ

4387900784

908//262

300095808 谷川氏著作

316 大岡信,谷川俊太郎 著

現代詩入門 : 対談

中央公論社

4122016088

080/412/28M

100721431 谷川氏著作

317 谷川谷川俊太郎 [ほか著]

谷川俊太郎のコスモロジー （現代詩読本 : 特装版）

思潮

4783718482

910.2//1098

102068448 谷川氏著作

318 谷川俊太郎 編

恋すればわが身は影と （日本の恋歌 ; その1）

作品

4878935014

911.2/1/1969

102137026 谷川氏著作

中央公論社

412400219x

911.56/G34/9

205028322 谷川氏著作

909//301

102039123 谷川氏著作

319

谷川俊太郎 [著] ; 大岡信鑑
谷川俊太郎 （現代の詩人 ; 9）
賞

320 谷川俊太郎 著

みみをすます

福音館書店

321 谷川俊太郎訳 ; 和田誠絵

マザー・グース １ （講談社文庫）

講談社

4061331485

931/Ma99/1

205148643 谷川氏著作

322 谷川俊太郎訳 ; 和田誠絵

マザー・グース ２ （講談社文庫）

講談社

4061331493

931/Ma99/2

205148652 谷川氏著作

323 谷川俊太郎訳 ; 和田誠絵

マザー・グース ３ （講談社文庫）

講談社

4061331507

931/Ma99/3

205148661 谷川氏著作

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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No.

著編者名

324 谷川俊太郎訳 ; 和田誠絵

書名

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

講談社

4061331515

931/Ma99/4

205148670 谷川氏著作

325 谷川俊太郎ぶん ; 長新太え わたし

福音館書店

9784834008470

726.6/Ta88

204878735 谷川氏著作

326 谷川俊太郎作 ; 和田誠絵

これはのみのぴこ

サンリード

9784914985011

726.6/Ta88

204878744 谷川氏著作

327 谷川俊太郎 著

そのほかに

集英社

911.1//159

102131390 谷川氏著作

328

谷川俊太郎詩集.続

思潮社

911.1/2/155

102131372 谷川氏著作

329

マザー・グース ４ （講談社文庫）

発行所

たにかわしゅんたろうさく ; も
もこもこもこ （ぽっぽライブラリ [みるみる絵本]）
とながさだまさえ

330 谷川俊太郎詩 ; 瀬川康男絵 ことばあそびうた （日本傑作絵本シリーズ）
331 谷川俊太郎詩 ; 瀬川康男絵
332

ことばあそびうた ; また （日本傑作絵本シリーズ
）

レオ・レオニ作 ; 谷川俊太郎
スイミー : ちいさなかしこいさかなのはなし
訳

文研出版

9784580813953

726//422

204002072 谷川氏著作

福音館書店

9784834004014

911.58/Ta88

204964440 谷川氏著作

福音館書店

4834008401

911.58/Ta88/2

205148877 谷川氏著作

好学社

9784769020011

726.6/L66

205008197 谷川氏著作

911.1/1/155

102435565 谷川氏著作

333

谷川俊太郎詩集 (現代詩文庫 ; 27)

思潮社

334 谷川俊太郎著

谷川俊太郎詩集

思潮社

4783708762

911.1/109/177

205010613 谷川氏著作

好学社

9784769020028

726.6/L66

205008123 谷川氏著作

911.1//37

101447973 谷川氏著作

335

レオ=レオニ作 ; 谷川俊太郎
フレデリック : ちょっとかわったのねずみのはなし
訳

336 谷川俊太郎 著
337

スージー・ベッカー著; 谷川
俊太郎訳

338 山田兼士著
339 伊藤眞一郎, 橋本典子編
340 （雑誌特集号）

谷川俊太郎詩集 (ポエム・ライブラリー)

東京創元社

大事なことはみーんな猫に教わった （小学館文 大事なことはみー
9784094021417
庫）
んな猫に教わった

受入中

谷川俊太郎の詩学

911.52/Ta88

204643443 谷川氏研究

911.5//245

300486275 谷川氏研究

P911.1-126

谷川氏研究

思潮社

「翻刻」谷川俊太郎『二十億光年の孤独』に関わる初期 安田女子大学言語
詩篇ノート
文化研究所
現代詩手帖 58(9) 「特集 谷川俊太郎『詩に就いて』を
思潮社
読む」

谷川氏著作

341 （雑誌特集号）

現代詩手帖 57(9) 「特集 谷川俊太郎の〈こころ〉を解く」 思潮社

P911.1-126

谷川氏研究

342 （雑誌特集号）

現代詩手帖 51(4) 「特集 詩人と「私」--谷川俊太郎」

P911.1-126

谷川氏研究

愛知県立大学長久手キャンパス図書館
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書名

発行所

ISBN

請求記号

資料ID

コーナー

343 （雑誌特集号）

現代詩手帖 49(11)「特集 谷川俊太郎の詩論--読む・
書く・考える」

思潮社

P911.1-126

谷川氏研究

344 （雑誌特集号）

現代詩手帖 45(5)「特集 いまこそ谷川俊太郎」

思潮社

P911.1-126

谷川氏研究

345 （雑誌特集号）

国文学 解釈と教材の研究 40(13) 「特集 谷川俊太郎學燈社
-言葉の素顔を見たい」

P910.5-36

谷川氏研究

愛知県立大学長久手キャンパス図書館

19

