
著者名 著作名
マーク・ピーターセン 日本人の英語
菊池健彦 イングリッシュ・モンスターの最強英語術
小内一 てにをは辞典
滝浦真人 ポライトネス入門
中村明一 倍音
東京大学教養学部英語部会東大英単
Ciaran Carson For All We Know
Pascale Petit The Zoo Father
田原 石の記憶
ホイットマン　飯野友幸訳おれにはアメリカの歌声が聴こえる―草の葉(抄）
荒木時彦 sketches
高松雄一編 対訳　イェイツ詩集
四元康祐 言語ジャック
新川和江 新川和江
石原吉郎 石原吉郎詩文集
谷川俊太郎 私
Aravind Adiga （アラヴィンド・アディガ）鈴木恵訳The White Tiger 『グローバリズム出づる処の殺人者より』
Bernard Malamud The Natural
Gerard Donovan Julius Winsome
Virginia Woolf To the Lighthouse
イアン・マキューアン　松村潔訳初夜
石田千 きなりの雲
サミュエル・リチャードソン著、原田範行訳パミラ、あるいは淑徳の報い
太宰治 斜陽
ねじめ正一 荒地の恋
ミランダ・ジュライ／岸本佐知子訳いちばんここに似合う人　No One Belongs Here More than You
よしもとばなな どんぐり姉妹
岡崎祥久 ctの深い川の町
吉田修一 平成猿蟹合戦図
宮本輝 宮本輝全短篇
古井由吉 白暗淵
江國香織 真昼なのに昏い部屋
高樹のぶ子 トモスイ
佐川光晴 牛を屠る
佐伯一麦 ノルゲ
山崎ナオコーラ この世は二人組ではできあがらない
志賀直哉 小僧の神様　他十篇
柴崎友香 ビリジアン
小島信夫 残光
松尾スズキ 老人賭博
上岡伸雄 この風にトライ
色川武大 百
西村賢太 人もいない春
西村賢太 どうで死ぬ身の一踊り
青山七恵 ひとり日和
川上亜紀 グリーン・カルテ
川上未映子 乳と卵
村山由佳 ダブル・ファンタジー
村上春樹 １Ｑ８４
村上春樹 螢・納屋を焼く・その他の短編
太宰治 グッドバイ
大江健三郎 﨟たしアナベル・リイ　総毛立ちつ身まかりつ
辻原登 抱擁
島田雅彦 徒然王子



島本理生 大きな熊が来る前に、おやすみ。
武田百合子 富士日記
平野啓一郎 ドーン
堀江敏幸 めぐらし屋
絲山秋子 逃亡くそたわけ
髙山文彦 父を葬る
見田宗介 定本　見田宗介著作集　Ⅵ　生と死と愛と孤独の社会学
三浦佳世 知覚と感性の心理学
小島寛之 数学的思考の技術　―　不確実な世界を見通すヒント
松田行正 線の冒険
上野千鶴子 女ぎらい　―　ニッポンのミソジニー
大和田俊之 アメリカ音楽史　―　ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで
長谷川一 アトラクションの日常　―　踊る機械と身体
北山修編 共視論　―　母子像の心理学
木村敏 精神医学から臨床哲学へ
野口晴哉 風邪の効用
國分功一郎 暇と退屈の倫理学
桑田真澄 心の野球　―　超効率的努力のススメ
上岡伸雄 釜石ラグビー　栄光の日々　―　松尾雄治とくろがねのラガーたち
しりあがり寿 表現したい人のためのマンガ入門
安部ねり 安部公房伝
夏目鏡子述・松岡譲筆録漱石の思い出
吉行淳之介 不作法のすすめ
高見沢潤子 兄　小林秀雄との対話　―　人生について
佐藤嘉尚 人を惚れさせる男　吉行淳之介伝
四方田犬彦 先生とわたし
勝目梓 小説家
石牟礼道子 苦海浄土　わが水俣病
津島美知子 回想の太宰治
藤井省三 魯迅　―　東アジアを生きる文学
栃折久美子 森有正先生のこと
Anne Umland Joan Miro Painting and Anti-Painting / 1927-1937
David Carrier Sean Scully
Norman L. Kleeblatt Action/Abstraction: Pollock, De Kooning, and American Art, 1940-1976
Renato Miracco Giorgio Morandi 1890-1964: Nothing Is More Abstract Than Reality
岡田温司 ジョルジョ・モランディ　―　人と芸術
三浦篤 まなざしのレッスン　１　西洋伝統絵画
Terry Eagleton How to Read a Poem
加藤典洋 言語表現法講義
丸谷才一 樹液そして果実
岩波明 文豪はみんな、うつ
橋本治 小林秀雄の恵み
荒川洋治 昭和の読書
高橋源一郎 大人にはわからない日本文学史
高山宏 近代文化史入門
佐々木敦 ニッポンの思想
佐藤正午 小説の読み書き
斎藤環 文学の精神分析
斎藤美奈子 文芸誤報
坂本忠雄 文学の器
若島正 乱視読者の英米短篇講義
小森陽一 大人のための国語教科書　―　あの名作の〝アブない〟読み方！
水村美苗 日本語が亡びるとき
菅野覚明 詩と国家
石原千秋 大学生の論文執筆法
折島正司 機械の停止　―　アメリカ自然主義小説の運動／時間／知覚



舌津智之 抒情するアメリカ　―　モダニズム文学の明滅
竹内康浩 東大入試　至高の国語「第二問」
内田樹 村上春樹にご用心
武藤浩史 『チャタレー夫人の恋人』と身体知　―　精読から生の動きの学びへ
服部典之 詐術としてのフィクション－デフォーとスモレット
平石貴樹 アメリカ文学史
柄谷行人 近代文学の終り
新海均 深沢七郎外伝　―　寂しいって痛快なんだ
沼野充義（編著） 世界は文学でできている　―　対話で学ぶ〈世界文学〉連続講義
苅部直 安部公房の都市
清武英利 巨魁
諏訪部浩一 『マルタの鷹』講義
金原ひとみ マザーズ
川上亜紀 三月兎の耳をつけてほんとの話を書くわたし
伊井直行 会社員とは何者か？　―　会社員小説をめぐって
プルースト、吉川一義訳失われた時を求めて１　―　スワン家の方へ
木村大治 括弧の意味論
岡崎京子　増渕俊之編 岡崎京子の仕事集
塚谷裕一 ドリアン　―　果物の王
田中慎弥 共喰い
佐藤健二 ケータイ化する日本語　―　モバイル時代の〝感じる〟、〝伝える〟、〝考える〟
多和田葉子 雲をつかむ話
森富子 森敦との時間
苅谷剛彦 イギリスの大学・ニッポンの大学
高橋睦郎 永遠まで
岸本佐知子 なんらかの事情
勝呂奏 評伝小川国夫　―　生きられる〝文士〟
小川洋子 ことり
上林暁 星を撒いた街
ジェーン・オースティン、中野康司訳説得
一川誠 錯覚学　―　知覚の謎を解く
J・M・クッツェー、鴻巣友季子訳恥辱
大竹聡 ひとりフラぶら散歩酒
松田青子 スタッキング可能
マイク・モラスキー 呑めば、都
谷川俊太郎 自選　谷川俊太郎詩集
白井恭弘 英語は科学的に学習しよう
藤澤清造 根津権現裏
綿矢りさ 憤死
波戸岡景太 ラノベのなかの現代日本　―　ポップ／ぼっち／ノスタルジア
傳田光洋 皮膚感覚と人間のこころ
エミリー・ディキンソン作・亀井俊介編対訳　ディキンソン詩集
渡部泰明 和歌とは何か
武田百合子 日日雑記
栩木伸明 アイルランドモノ語り
藤野可織 爪と目
川島幸希 国語教科書の闇
駱英 第九夜
ハイデガー著　熊野純彦訳存在と時間（一）
寺脇研 文部科学省　―　「三流官庁」の知られざる素顔
鶴見太郎 座談の思想
野崎歓 フランス文学と愛


