
ドイツを知ろう！ 　

体験取材！世界の国ぐに　２８　ドイツ ポプラ社 2008 児 290

ドイツ　（ナショナルジオグラフィック世界の国） ヘンリー・ラッセル／著 ほるぷ出版 2008 児 290

ドイツｄｅワーキングホリデー　カンペキ！マニュアル　改訂版 藤井薫とワーホリ仲間たち イカロス出版 2006 293.4

とっておきのドイツ　ほんとうのドイツを知っていますか？ ホーム社 2006 293.4

ドイツ・ライン川鉄道紀行 原口　隆行／文・写真 ＪＴＢ 2004 293.4

ドイツのお城のホテルに泊まろう！ 森岡　慶信／著 文芸社 2003 293.4

ジャーマンインプレッションズ　２００１／０２ ドイツ観光局 2001 293.4

ドイツ魔女街道を旅してみませんか？ 西村　佑子／著 トラベルジャーナル 2001 293.4

北ドイツ＝海の街の物語 沖島　博美／文・写真 東京書籍 2001 293.4

ドイツロマンティック街道物語 沖島　博美／著 実業之日本社 2000 293.4

最新ドイツ事情を知るための５０章　（エリア・スタディーズ） 浜本　隆志／著 明石書店 2009 302.3

ドイツは苦悩する　日本とあまりにも似通った問題点についての考察 川口マーン惠美／著 草思社 2004 302.3

びっくり先進国ドイツ 熊谷　徹／絵と文 新潮社 2004 302.3

ドイツ人　（カルチャーショック） リチャード・ロード／著 河出書房新社 2001 302.3

ドイツ魂　２１世紀の頑固と丈夫 桝谷　邦彦／著 講談社 2000 302.3

ドイツ感覚　ドイツの姿に迫る 岩村　偉史／著 三修社 1999 302.3

ドイツのごはん　（絵本世界の食事） 銀城　康子／文 農山漁村文化協会 2008 児 383

世界の食文化　１８　ドイツ 石毛　直道／監修 農山漁村文化協会 2003 383.8

捨てない生活　快適なドイツ流ライフスタイル クライン　孝子／著 ポプラ社 2001 519.2

ドイツ・北欧・東欧の古城　（世界の城郭） 太田　静六／著 吉川弘文館 2010 523.3

ドイツワイン　（ポケット・ブック） イアン・ジャミーソン／著 鎌倉書房 1991 588.5

ポテト・ブック　本場ドイツのおいしいレシピ モニカ・ケラーマン／著 朝日新聞社 1996 596.3

ドイツの街のおいしいパンをめぐる旅 山本　尚子 同朋舎 2002 596.6

ドイツ・オーストリア洋食器の旅 浅岡敬史／写真・文 リブロポート 1996 596.9

趣味のドイツ・ブランド　日本で買える趣味のドイツ製品５０ブランドの完全カタログ 小学館 2002 675.1

ドイツ　１ ロマンティック街道とその周辺（ドイツ南部）（世界遺産ビジュアルハンドブック） 小泉　澄夫／撮影・文 毎日コミュニケーション 2008 709.3

児 …児童書
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＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

 『最新ドイツ 

   事情を知るための５０章』                          

     浜本 隆志／著  

     柳原 初樹／著  

 『図説 ドイツの歴史』                        
    石田 勇治／編著    
      河出書房新社 

尐子高齢化、経済格差の拡大、外国
人労働者の増加、環境問題・・・。
日本と同様、先進国ならではの問題
を抱えるドイツではどのような取り
組みが行われているのか。現代ドイ
ツの光と影をクローズアップし、そ
の実態を明らかにする。 

ヨーロッパの命運は、つねにこの
国が鍵をにぎっていた・・・。神
聖ローマ帝国からＥＵ統合まで、
ドイツの1200年にわたる栄光と
挫折の歴史を、最新の研究成果を
ふまえて描く。 

今年はドイツ（プロイセン）の東方アジア遠征団が日本と修好・通商・航海条約を結んで  
１５０周年という記念の年です。この機会に、ドイツについてもっと知ってみませんか？

新たな発見があるかもしれませんよ！                       



出版社 請求記号出版年書名 著者名

私の好きなドイツ　ひらたまこと写真集　 ひらたまこと／著 光村印刷 1993 748

ドイツ　おもちゃの国の物語 川西芙沙／文 東京書籍 1996 759

子子家庭は波乱万丈　ドイツ、オーストリア旅物語 赤川　次郎／著 新潮社 2007

ドイツの古城とライン川を行こう　（ダヤンのスケッチ紀行） 池田　あきこ／著 エム・ピー・シー 2005

ＤＶＤで入門ドイツ語　 関口　一郎／著 白水社 2008 840

初めてのドイツ旅行会話　（ＮＨＫ　ＣＤブック） 矢羽々　崇／著 日本放送出版協会 2005 847.8

ドイツの歴史

ドイツは過去とどう向き合ってきたか 熊谷　徹／著 高文研 2007 209.7

東ドイツのひとびと　失われた国の地誌学 ヴォルフガング・エングラー／著 未来社 2010 234

ベルリンの壁の物語　上・下 クリストファー・ヒルトン／著 原書房 2007 234

図説ドイツの歴史　（ふくろうの本） 石田　勇治／編著 河出書房新社 2007 234

２０世紀ドイツ史　（シリーズ・ドイツ現代史　１） 石田　勇治／著 白水社 2005 234

ドイツを変えた６８年運動　（シリーズ・ドイツ現代史　２） 井関　正久／著 白水社 2005 234

ヒトラー　最期の１２日間 ヨアヒム・フェスト／著 岩波書店 2005 234

ホロコーストを学びたい人のために ヴォルフガング・ベンツ／著 柏書房 2004 234

ホロコーストの跡を訪ねる　（母と子でみる） 荒井　信一／文 草の根出版会 2002 234

過去の克服　ヒトラー後のドイツ 石田　勇治／著 白水社 2002 234

図説プロイセンの歴史　伝説からの解放 セバスチァン・ハフナー／著 東洋書林 2000 234

ドイツの選択　分断から統一へ ペーター・ベンダー／著 小学館 1990 234

ヒトラーのニュルンベルク　第三帝国の光と闇　 芝　健介／著 吉川弘文館 2000 234.2

歴史としてのドイツ統一　指導者たちはどう動いたか 高橋　進　著 岩波書店 1999 312.3

大計なき国家・日本の末路　日本とドイツそれぞれの戦後を分けたもの クライン　孝子／著 祥伝社 2009 319.1

森が語るドイツの歴史 カール・ハーゼル／著 築地書館 1996 652.3

ドイツの芸術

ベルリン博物館島と美術の旅 若月　伸一／文・写真 小学館 2005 293.4

ドイツにおける〈日本＝像〉　ユーゲントシュティールからバウハウスまで クラウディア・デランク／著 思文閣出版 2004 702.3

ドイツ人とドイツ美術　やっかいな遺産 ハンス・ベルティング／著 晃洋書房 1998 702.3

デューラーとその故郷 海津　忠雄／著 慶応義塾大学出版会 2006 723.3

魔笛 ミヒャエル・ゾーヴァ／画 講談社 2002 726.5

マイセン磁器　時を超える美 橋田　正信／著 平凡社 2002 751.3

マイセン　秘法に憑かれた男たち ジャネット・グリーソン 集英社 2000 751.3

おばあちゃんからの手紙　クラーラ・シューマンから孫娘ユーリエへ クラーラ・シューマン／著 春秋社 2000 762.3

ベルリン・フィルあるオーケストラの自伝 ヘルベルト・ハフナー／著 春秋社 2009 764.3

ドイツの詩と音楽 荒井　秀直／著 音楽之友社 1992 767

ドイツの絵本・文学

お友だちのほしかったルピナスさん　 ビネッテ・シュレーダー／さく 岩波書店 1976 児　E オ アオ

ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネ／さく あすなろ書房 2000 児　E ゾ アオ

ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース／さく 福武書店 1982 児　E ネ アオ

もじゃもじゃペーター　（ほるぷクラシック絵本　１） ハインリッヒ・ホフマン／さく ほるぷ出版 1985 児　E モ アオ

モモ ミヒャエル・エンデ／著 岩波書店 1994

大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー／著 偕成社 1990

ドイツの民話 浅井　治海／著 新風舎 2003 388.3

ハイネ詩集　（青春の詩集　外国篇２） ハインリヒ・ハイネ／著 白凰社 1989 941

ヘッセ詩集　（青春の詩集　外国篇４） ヘルマン・ヘッセ／著 白凰社 1989 941

ゲーテ詩集　（青春の詩集　外国篇６） ゲーテ／著 白凰社 1989 941

蟹の横歩き　ヴィルヘルム・グストロフ号事件 ギュンター・グラス／著 集英社 2003

初版グリム童話集　1～4 グリム兄弟／〔著〕 白水社 1997

グリム童話のふるさと 小沢　俊夫／著　ほか 新潮社 1986

サンタクロースにインタビュー　大人のための子どもの話 エーリヒ・ケストナー／著 ランダムハウス 2007

朗読者　（Ｃｒｅｓｔ　ｂｏｏｋｓ） ベルンハルト・シュリンク／著 新潮社 2000

目眩まし　（ゼーバルト・コレクション） Ｗ．Ｇ．ゼーバルト／著 白水社 2005

名もなきアフリカの地で シュテファニー・ツワイク／著 愛育社 2003

ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ／作 講談社 1996

シッダールタ ヘルマン・ヘッセ／著 草思社 2006

ヘルマン・ヘッセへの旅　（とんぼの本） 高橋　健二／著 新潮社 1992 940.2

アンネの日記　完全版 アンネ・フランク／著 文藝春秋 1994 949.3
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児 943 プロイ ミドリ　

915.6　アカガ

915.6　イケダ

943　ケスト

943　シユリ

児 943 エンデ アオ　

943　グラス

943　グリム

940.2　グリム　

943　ゼバル

943　ツワイ

943　ハツケ

943　ヘツセ


