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1 世界の文字 

世界には様々な文字が存在します。世界の文字の系譜をテーマに、古代文字に関する本や、文字の成り立ちなど、

文字の起源や歴史にふれることができる資料を集めました。 
 

書名 著者 ・ 編者 出版社 出版年 請求記号 

ことば始まりと進化の謎を解く ジーン・エイチスン／著 新曜社 1999 801 ｺﾄ 

古代文字の解読 高津春繁／著 岩波書店 1964 801.1 

ｺ 

古代文字展 雄松堂書店 雄松堂書店 2001 801.1 

ｺﾀ 

世界の文字をたずねて 中西亮／著 松香堂書店 1982 801.1 

ｾ 

文字の世界史 ルイ＝ジャン・カルヴェ／著 河出書房新社 1998 801.1 

ﾓｼ 

文字の考古学 菊池徹夫／編 同成社 2004 801.1 

ﾓｼ 

文字の歴史 スティーヴン・ロジャー・ 

フィッシャー／著 
研究社 2005 801.1 

ﾓｼ 

文字の起源と歴史 アンドルー・ロビンソン／著 創元社 2006 801.1 

ﾓｼ 

なぜヒトだけが言葉を話せるのか トム・スコット＝フィリップス／著 東京大学出版会 2021 802 ﾅｾ 

共通語の世界史 クロード・アジェージュ／著 白水社 2018 802.3 

ｷﾖ 

図説日本の文字 今野真二／著 河出書房新社 2017 811 ｽｾ 

漢字の起源 藤堂明保／著 現代出版 1983 821.2 

ｶ 
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漢字の成り立ち 落合淳思／著 筑摩書房 2014 821.2 

ｶﾝ 

部首ときあかし辞典 円満字二郎／著 研究社 2013 821.2 

ﾌｼ 

聖なる文字ヒエログリフ ペネロペ・ウィルソン／著 青土社 2004 894.2 

ｾｲ 

ヒエログリフを書こう！ フィリップ・アーダ／著 翔泳社 2000 894.2 

ﾋｴ 

〈図説〉マヤ文字事典 マリア・ロンゲーナ／著 創元社 2002 895.2 

ｽｾ 

古代文字の世界 モーリス・ポープ／〔著〕 講談社 1995 B801.1 

ｺ 

古代文字の謎 Ｃ．Ｈ．ゴードン／著 社会思想社 1979 B801.1 

ｺ 

文字の文化史 藤枝晃／著 岩波書店 1991 B821.2 

ﾓ 

ビジュアル博物館 文字と書物 リリーフ・システムズ／訳 同朋舎出版 1994 80 ﾓ 児 

ふしぎ？おどろき！文字の本 1～3 町田和彦／監修 ポプラ社 2011 801 

ﾌｼ 児 

 

2 世界の言葉  

世界には多様な言語が存在します。各言語が持つ歴史的背景にふれた資料、失われる危機にある言語やその魅力

を解説した資料を集めました。 
 

書名 著者 ・ 編者 出版社 出版年 請求記号 

現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。 吉岡 乾／著 東京創元社 2019 801 

ｹﾝ 

世界のことば Ｍ．コエン／著  岩波書店 1956 801 

ｺ 

言語学とは何か 田中克彦／著 岩波書店 1993 801 

ﾀ 

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか 森島泰則／著 勁草書房 2015 801.03 

ﾅｾ 

図説世界の文字とことば 町田和彦／編 河出書房新社 2014 801.1 

ｽｾ 

世界の文字 中西亮／著 松香堂 1990 801.1 

ｾ 

ネーミング辞典 学研辞典編集部／編 学研教育出版 2013 801.3 

ﾈﾐ 

基本の色彩語 ブレント・バーリン／〔著〕 法政大学出版局 2016 801.4 

ｷﾎ 

数の民族誌 内林政夫／著 八坂書房 1999 801.5 

ｽｳ 

危機言語 ニコラス・エヴァンズ／著 京都大学学術出版会 2013 802 ｷｷ 

北のことばフィールド・ノート 津曲敏郎／編著 北海道大学図書刊行会 2003 802 ｷﾀ 

世界のことば 朝日ジャーナル／編 朝日新聞社 1991 802 ｾ 

滅びゆく世界の言語小百科 ジニー・ナイシュ／著 柊風舎 2016 802 

ﾎﾛ 

東アジア諸言語の研究 西田龍雄／著 京都大学学術出版会 2000 802.2 

ﾋｶ 

図説ことばの世界 ヴィクター・スティーヴンソン／著 青山社 2010 802.3 

ｽｾ 

世界の辞書 竹林滋／〔ほか〕編集 研究社 1992 803 ｾ 

目で見る明治の辞書 惣郷正明／編 辞典協会 1989 803 ﾒ 

事典＊世界のことば１４１ 梶茂樹／編 大修館書店 2009 803.6 

ｼﾃ 
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ことばと文化 鈴木孝夫／著 岩波書店 1973 804 ｺ 

ベルリッツの世界言葉百科 チャールズ・ベルリッツ／著 新潮社 1983 804 ﾍﾞ 

外国語 

 

河出書房新社 1981 807 ｶﾞ 

サムライと横文字 惣郷正明／著 エンサイクロペディア 

ブリタニカ 
1977 807 ｿ 

図説日本語の歴史 今野真二／著 河出書房新社 2015 810.2 

ｽｾ 

影印・研究文字のしるべ 岡墻裕剛Ｂ．Ｈ．チェンバレン 勉誠出版 2008 811.2 

ﾓｼ 

魅惑の漢字 陳 楠／著 樹立社 2019 821.2 

ﾐﾜ 

世界の中のハングル 洪鍾善／ほか著 三省堂 2016 829.11 

ｾｶ 

ハングルの誕生 野間秀樹／著 平凡社 2010 829.11 

ﾊﾝ 

中国北方危機言語のドキュメンテーション 李林静／編著 三元社 2018 829.53 

ﾁﾕ 

アラビア語の世界 ケース・フェルステーヘ／著 三省堂 2015 829.76 

ｱﾗ 

スペリングの英語史 サイモン・ホロビン／著 早川書房 2017 831.5 

ｽﾍ 

総論＊ドイツ語の歴史 ヴィルヘルム・シュミット／著 朝日出版社 2004 840.2 

ｿｳ 

ドイツ語史 須澤通／著 郁文堂 2009 840.2 

ﾄｲ 

フランス語のはなし ジャン＝ブノワ・ナドー／著 大修館書店 2008 850.2 

ﾌﾗ 

スペイン語の世界 岡本信照／著 慶應義塾大学出版会 2018 860 ｽﾍ 

海の見える言葉ポルトガル語の世界 市之瀬敦／著 現代書館 2004 869.04 

ｳﾐ 

ロマンスという言語 小林 標／著 大阪公立大学 

共同出版会 
2019 879 ﾛﾏ 

古代スラヴ語の世界史 服部 文昭／著 白水社 2020 889 ｺﾀ 

羊皮紙に眠る文字たち 黒田竜之助／著 現代書館 1998 889 ﾖｳ 

タイのことば こどもくらぶ／編・著 文研出版 2007 829 児 

ﾀｲ 

ベトナムのことば こどもくらぶ／編・著 文研出版 2007 829 児 

ﾍﾞﾄ 
         

3 デザインとしての文字 

同じ言語の同じ文字だとしても、その表現方法や形式は様々です。レタリングや書道など、芸術分野の文字に関す

る資料を集めました。 
 

書名 著者 ・ 編者 出版社 出版年 請求記号 

テレビタイトルデザイン 篠原栄太／著 グラフィック社 1971 727 ｼ 

１９５０年代日本のグラフィックデザイン 凸版印刷株式会社印刷博物館／編 国書刊行会 2008 727 ｾﾝ 

寄席文字 戸田政宏／著 マール社 1987 727 ﾄ 

ＬＯＧＯ マイケル・エヴァミー／著 ビー・エヌ・エヌ 2021 727 ﾛｺ 

２０世紀デザイン トニー・セダン／著 東京美術 2016 727.02 

ﾆｼ 

アーケードゲーム・タイポグラフィ 大曲 都市／著 グラフィック社 2020 727.8 

ｱｹ 

アジアンタイポグラフィデザイン 

  

サンドゥー・パブリッシング／編 グラフィック社 2018 727.8 

ｱｼ 
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ウェブタイポグラフィ リチャード・ラター／著 ボーンデジタル 2020 727.8 

ｳｴ 

描き文字のデザイン 雪朱里／著 グラフィック社 2017 727.8 

ｴｶ 

カリグラフィー・ブック 三戸美奈子／著 誠文堂新光社 2011 727.8 

ｶﾘ 

現代図案文字大集成 辻克己／著 青幻舎 2014 727.8 

ｹﾝ 

ゴシック４５５０ 鎌田経世／著 グラフィック社 2020 727.8 

ｺｼ 

書字法・装飾法・文字造形 エドワード・ジョンストン／著 朗文堂 2005 727.8 

ｼﾖ 

相撲文字 大河原仁／著 マール社 1988 727.8 

ｽ 

橘右近寄席文字集成 橘流寄席文字勉強会／編 弘文出版 1992 727.8 

ﾀ 

タイトル文字のデザイン パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 2020 727.8 

ﾀｲ 

日本のロゴ・マーク５０年 日本タイポグラフィ協会／編 パイインターナショナル 2020 727.8 

ﾆﾎ 

Ｒｅｔｒｏ Ｆｏｎｔｓ １８３０－１９９０ グレゴール・シュタヴィンスキー／編

著 
ビー・エヌ・エヌ新社 2010 727.8 

ﾚﾄ 

書を語る 二玄社編集部／編 二玄社 1988 728 ｼ 

石川九楊著作集 日本の文字 石川九楊／著 ミネルヴァ書房 2016 728.08 

ｲｼ 

石川九楊著作集 漢字がつくった東アジア 石川九楊／著 ミネルヴァ書房 2016 728.08 

ｲｼ 

はんこと日本人 門田誠一／著 大巧社 1997 739 ﾊﾝ 

カウンターパンチ  
１６世紀の活字製作と現代の書体デザイン 

フレット・スメイヤーズ／著 武蔵野美術大学 

出版局 
2014 749.41 

ｶｳ 

活字書体の源流をたどる 図録編集委員会／編集 女子美術大学 2006 749.41 

ｶﾂ 

真性活字中毒者読本（とくほん） 小宮山博史／著 柏書房 2001 749.41 

ｼﾝ 

明朝体活字 小宮山博史／著 グラフィック社 2020 749.41 

ﾐﾝ 

世界のレタ－ヘッド 五十嵐威暢／編 グラフィック社 1986 D727 

I22 

文字の宇宙  写研 1985 D727 

Su48 

世界のグリーティング・カード 五十嵐威暢／編集 グラフィック社 1989 D727 

ｾ 

世界の雑誌ロゴタイプ 桑山弥三郎／編 柏書房 1986 D727.8 

ｾ 

タイポグラフィ・タイプフェイスのいま。 図録・会議録編集委員会／編 女子美術大学 2005 D727.8 

ﾀｲ 

タイポグラフィの基礎 小宮山博史／編 誠文堂新光社 2010 D727.8 

ﾀｲ 

日本書道史 名児耶明／監修 芸術新聞社 2009 D728.2

1 ﾆﾎ 

王羲之と日本の書 九州国立博物館／編 西日本新聞社 2018 D728.8 

ｵｳ 

アラビア書道の宇宙 本田孝一／著 白水社 2006 D728.2

16 ｱﾗ 

欧文書体百花事典 組版工学研究会／編 朗文堂 2003 D749.4

1 ｵｳ 

明朝活字の美しさ 矢作勝美／著 創元社 2011 DD749.

41 ﾐﾝ 

図説 アラビア文字事典 ガブリエル・マンデル・ハーン／著 創元社 2004 829.76

1 ｽｾ 
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4 実際に話してみよう 

言語の大きな魅力は、会話や文字のやりとりによって、文化やバックグラウンドの異なる様々な人たちとコミュニ

ケーションをとることができることです。様々な言語を取り扱うニューエクスプレスシリーズを中心に、言語分野の実

用書を集めました。 
 

書名 著者 ・ 編者 出版社 出版年 請求記号 

外国語の水曜日 黒田龍之助／著 現代書館 2000 807 ｶｲ 

ニューエクスプレス＋上海語 榎本 英雄／著 白水社 2020 828.2 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋台湾語 村上 嘉英／著 白水社 2019 828.3 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋広東語 飯田 真紀／著 白水社 2019 828.4 

ﾆﾕ 

手紙・メールの韓国語 山崎玲美奈／著 三修社 2016 829.16 

ﾃｶ 

ニューエクスプレス＋アイヌ語 中川裕／著 白水社 2021 829.2 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋チベット語 星 泉／著 白水社 2020 829.32 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ビルマ語 加藤 昌彦／著 白水社 2019 829.35 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋タイ語 水野潔／著 白水社 2018 829.36 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ラオス語 鈴木 玲子／著 白水社 2019 829.36

9 ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ベトナム語 三上直光／著 白水社 2018 829.37 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋カンボジア語 上田広美／著 白水社 2020 829.38 

ﾆﾕ 

サモア語入門 岩佐嘉親／著 泰流社 1989 829.4 

ｻ 

ニューエクスプレス＋マレー語 ファリダ・モハメッド／著 白水社 2019 829.42 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋インドネシア語 降幡正志／著 白水社 2020 829.42 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋フィリピノ語 山下 美知子／著 白水社 2020 829.44 

ﾆﾕ 

ハワイ語入門 アルバータ・プアラニ・ホプキン

ス／著 
大学書林 1997 829.45 

ﾊﾜ 

ニューエクスプレス＋モンゴル語 橋本 勝／著 白水社 2019 829.55 

ﾆﾕ 

ウズベク語文法・会話入門 吉村大樹／著 大阪大学出版会 2009 829.57 

ｳｽ 

ニューエクスプレス＋トルコ語 大川博／著 白水社 2018 829.57 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋タミル語 宮本 城／著 白水社 2020 829.6 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋グルジア語 児島 康宏／著 白水社 2019 829.69 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋エジプトアラビア語 長渡 陽一／著 白水社 2019 829.76

8 ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋アムハラ語 若狭基道／著 白水社 2021 829.78 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ヒンディー語 町田 和彦／著 白水社 2020 829.83 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ベンガル語 丹羽京子／著 白水社 2018 829.85 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ウルドゥー語 萩田 博／著 白水社 2019 829.85 

ﾆﾕ 
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ニューエクスプレス＋シンハラ語 野口忠司／著 白水社 2021 829.85 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス ロマ〈ジプシー〉語 角悠介／著 白水社 2018 
829.85 

ﾆﾕ 

サンダハンの入門サンスクリット Ａ．ヴィディヤランカール／著 東方出版 2016 
829.88 

ｻﾝ 

ニューエクスプレス＋サンスクリット語 石井裕／著 白水社 2021 829.88 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ペルシア語 浜畑祐子／著 白水社 2018 829.93 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋イギリス英語 古家聡／著 白水社 2020 830 ﾆﾕ 

実用パプア（ニューギニア）語入門 戸部実之／著 泰流社 1996 838 ｼﾞ 

ニューエクスプレス＋ドイツ語 太田達也／著 白水社 2018 840 ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋アイスランド語 入江 浩司／著 白水社 2020 849.5 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ノルウェー語 青木順子／著 白水社 2018 849.6 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋デンマーク語 三村竜之／著 白水社 2018 849.7 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋カタルーニャ語 田澤耕／著 白水社 2021 859.9 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ブラジルポルトガル語 香川正子／著 白水社 2018 869 ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ルーマニア語 鈴木 信吾／著 白水社 2019 879.1 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ロシア語 黒田龍之助／著 白水社 2018 880 ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ブルガリア語 寺島 憲治／著 白水社 2019 889.1 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋セルビア語 クロアチア語 中島 由美／著 白水社 2019 889.2 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋チェコ語 保川 亜矢子／著 白水社 2019 889.5 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋リトアニア語 櫻井 映子／著 白水社 2019 889.9 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋現代ギリシア語 木戸 雅子／著 白水社 2020 891.9 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋アイルランド語 梨本 邦直／著 白水社 2020 893.2 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋バスク語 吉田 浩美／著 白水社 2019 893.5 

ﾆﾕ 

ラップ語入門  小泉保／著 大学書林 1993 893.6 

ﾗ 

ニューエクスプレス＋フィンランド語 山川亜古／著 白水社 2018 893.61 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋ハンガリー語 早稲田みか／著 白水社 2021 893.7 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋スワヒリ語 竹村 景子／著 白水社 2018 894.7 

ﾆﾕ 

ニューエクスプレス＋エスペラント語 安達信明／著 白水社 2018 899.1 

ﾆﾕ 

中国語はじめの一歩 木村英樹／著 筑摩書房 2017 B820 

ﾁﾕ 

６カ国語のわくわく絵ずかん学校のことば  

アジア編／南北ヨーロッパ編 
齋藤ひろみ／監修 ほるぷ出版 2022 801 児 

ﾛﾂ 

きいてみよう！世界のことばでこんにちは ベン・ハンディコット／文 大月書店 2020 802 児 

ｷｲ 

こんにちは、世界のみなさん ジョナサン・リットン／ぶん 大日本絵画 2017 802 児 

ｺﾝ ※ 

世界の文字と言葉入門 １～16   小峰書店 2004 802 児 

ｾｶ 

※館内のみ利用可  


