
※学外の方へ･･･入館には手続きが必要です。
図書の貸出には, 図書館カウンターにて利用証の作成が必要です。
ご本人の住所・氏名が確認できるもの（運転免許証等）をご持参のうえ ,
申請をお願いいたします。

講演会関係の展示図書リストです。

池上先生や言葉の

深淵な に

触れてみてください！
※裏面の図書リストに記載してある配置場所は通常時のものです。

展示期間中は展示コーナーにあります。



配置場所 請求記号 タイトル 編著者 出版情報

2F-東 3 377.6/ZY 「一〇代とともに」語りあう : 「異文化」交流を成長の糧に ラボ教育センター編 ラボ教育センター, 2011

2F-東 放送大学 H2002/9 自然と文化の記号論 池上嘉彦著
放送大学教育振興会, 

2002

3F-文庫・新書 080/KO/1137 文化記号論 : ことばのコードと文化のコード
池上嘉彦, 山中桂一, 唐須
教光 [著]

講談社, 1994

3F-文庫・新書 080/DO/132 ことばの詩学 池上嘉彦著 岩波書店, 1992

3F-西 8 801.08/KA/26 ことばワークショップ : 言語を再発見する
大津由紀雄編 ; 池上嘉彦
[ほか] 著

開拓社, 2011

3F-西 8 801.2/IK 意味論 : 意味構造の分析と記述 池上嘉彦著 大修館書店, 1975

3F-西 8 801.7/ED あなたも翻訳家になれる! : エダヒロ式「英語→日本語」力の磨き方 枝廣淳子著 ダイヤモンド社, 2009

3F-西 8 801.7/HI 翻訳の原理 : 異文化をどう訳すか 平子義雄著 大修館書店, 1999

3F-西 8 801.7/HO 翻訳を学ぶ人のために
安西徹雄, 井上健, 小林章
夫編

世界思想社, 2005

3F-西 8 801.7/KO 翻訳のココロ 鴻巣友季子[著] ポプラ社, 2008

3F-西 8 801.7/MA 翻訳入門 : 名作を名訳で 松本安弘,松本アイリン著 大修館書店, 1986

3F-西 8 801.7/MI 原文どおりに日本語に 宮脇孝雄著 研究社出版, 2000

3F-西 8 801.7/MU 翻訳学入門
ジェレミー・マンデイ
[著]

みすず書房, 2009

3F-西 8 801.7/NI 日本の翻訳論 : アンソロジーと解題
柳父章, 水野的, 長沼美香
子編 ; コックリル浩子
[ほか執筆]

法政大学出版局, 2010

3F-西 8 801.7/TU 世界の翻訳家たち : 異文化接触の最前線を語る 辻由美著 新評論, 1995

3F-西 8 801.7/YA 翻訳とはなにか : 日本語と翻訳文化 柳父章著 ; : 新装版 法政大学出版局, 2003

3F-西 8 801/IK ふしぎなことばことばのふしぎ 池上嘉彦著 筑摩書房, 1987

3F-西 8 801/IK 「する」と「なる」の言語学 : 言語と文化のタイポロジーへの試論 池上嘉彦著 大修館書店, 1981

3F-西 8 807/CO 英語教育と「訳」の効用
ガイ・クック著 ; 斎藤兆
史, 北和丈訳

研究社, 2012

3F-西 8 807/SA 英語のたくらみ、フランス語のたわむれ 斎藤兆史, 野崎歓著 東京大学出版会, 2004

3F-西 8 810.1/IK 「日本語論」への招待 池上嘉彦著 講談社, 2000

3F-西 8 810.26/KA 日本語は進化する : 情意表現から論理表現へ 加賀野井秀一著 日本放送出版協会, 2002

3F-西 8 810.4/YA 翻訳文化を考える 柳父章著 ; : 改装版 法政大学出版局, 2013

3F-西 8 810.7/SI 自然な日本語を教えるために : 認知言語学をふまえて
池上嘉彦, 守屋三千代編
著

ひつじ書房, 2009

3F-西 8 814/OK 江戸の翻訳空間 : 蘭語・唐話語彙の表出機構 岡田袈裟男著 笠間書院, 1991

3F-西 8 830.1/TE/3 英語の意味
池上嘉彦 [ほか] 著 ; 池
上嘉彦編

大修館書店, 1996



配置場所 請求記号 タイトル 編著者 出版情報

3F-西 8 830.4/IK 英語の感覚・日本語の感覚 : 「ことばの意味」のしくみ 池上嘉彦著 日本放送出版協会, 2006

3F-西 8 830.4/NI 日英語の比較 : 発想・背景・文化 : 奥津文夫教授古稀記念論集 日英言語文化研究会編 三修社, 2005

3F-西 8 830.8/EI/4 意味論・文体論 池上嘉彦編 大修館書店, 1985

3F-西 8 837.4/KO すぐれた英語翻訳への道 : 創造する翻訳者が使う技法集 小正幸造著 大修館書店, 1989

3F-西 8 837.5/KO 翻訳の極意 : 「創造する翻訳」の実際 小林淳夫著 南雲堂フェニックス, 1996

3F-西 8 837.5/NA 英日日英翻訳入門 : 原文の解釈から訳文の構想まで 成瀬武史著 研究社出版, 1996

3F-西 8 837.5/NA 英和翻訳の原理・技法 中村保男著 日外アソシエーツ, 2003

3F-西 8 837.7/SI 柴田元幸ハイブ・リット : 名翻訳家がひらく英語と文学へのゲートウェイ
バリー・ユアグロー [ほか] 
著・朗読 ; 柴田元幸編・訳

アルク, 2008

3F-西 9 911.3/KE 日本の俳句はなぜ世界文学なのか
ドナルド・キーン, ツベタ
ナ・クリステワ著

弦書房, 2014

3F-西 9 911.304/SI 浮世絵と俳句のアンサンブルから見えてくる「日本人の顔」 重見法樹著 郁朋社, 2009

3F-西 9 911.304/TO 俳句の詩学 外山滋比古著 沖積舎, 2006

3F-西 9 911.304/UT 世界に広がる俳句 内田園生著 角川学芸出版, 2005

3F-西 9 911.36/GE
現代俳句2001 : 日英対訳 = Japanese Haiku 2001 : 

Japanese/English 

現代俳句協会「日英対訳現代
俳句2001」編集委員会企
画・編集

現代俳句協会, 2000.

3F-西 9 911.36/NI ハイク・ブック : 世界のこども俳句館
日本航空広報部編集五味太
郎イラストレーション

平凡社, 1989

3F-西 9 911.362/SA 世界詩としての俳句 : 西川徹郎論 櫻井琢巳著 沖積舎, 2005

3F-西 9 951.7/HA ひびきあう詩心 : 俳句とフランスの詩人たち 芳賀徹著 TBSブリタニカ, 2002

3F-西 9 951.7/SI 俳句のジャポニスム : クーシューと日仏文化交流 柴田依子著 角川学芸出版, 2010

書庫-和 801.4/I1/=3 意味の世界 : 現代言語学から視る 池上嘉彦著 日本放送出版協会, 1978

書庫-和 801/I10/=4 ことばの詩学 池上嘉彦著 岩波書店, 1982

書庫-和 801/I12/=2 文化記号論への招待 : ことばのコードと文化のコード
池上嘉彦, 山中桂一, 
唐須教光著

有斐閣, 1983

書庫-和 801/I13/=3 詩学と文化記号論 : 言語学からのパ-スペクティヴ 池上嘉彦著 筑摩書房, 1983

書庫-和 835.07/I1 英詩の文法 : 語学的文体論 池上嘉彦著 研究社出版, 1967

書庫4層北 835/IK 「英文法」を考える : 「文法」と「コミュニケーション」の間 池上嘉彦著 筑摩書房, 1991

書庫6層-教科書 H1999/67 英語の意味 池上嘉彦著
放送大学教育振興会, 

1999



☆展示図書は次の方法でも確認できます。

１.図書館HP
(http://www.lib.ehime-u.ac.jp)

へアクセス

３.タグ検索
をクリック

４.学術講演会2016
をクリック

2.蔵書検索(OPAC)
をクリック


