
書名 著者 定価 コード

ギターを抱いた渡り鳥 越川芳明 \ 2,500 2,750 9784783716402

ライナー・クンツェ　美本な
し

ライナー・クンツェ
ハインツ・ハム、山
下公子編

\ 2,136 2,350 9784783724124

ニック・ケイヴ詩集　キング
インク

ニック・ケイヴ 山形浩生訳 \ 1,922 2,114 9784783724131

カタルーニャ現代詩15人
集

澤田直編訳 \ 2,136 2,350 9784783724193

シットウェル詩集　美本なし
イーディス・シット
ウェル

星野徹訳 \ 3,107 3,418 9784783724308

Writing The Riot Act(新装版)クリス・モズデル \ 2,000 2,200 9784783724346

キング・インクⅡ ニック・ケイヴ 山形浩生訳 \ 2,400 2,640 9784783724353

不穏の書、断章
フェルナンド・ペソ
ア

澤田直訳 \ 2,400 2,640 9784783724360

世界中を揺るがせろ クリス・モズデル \ 2,000 2,200 9784783724377

詩がわかる本　美本なし ジェイムズ・リーヴ 武子和幸訳 \ 2,330 2,563 9784783726128

アイルランド現代詩は語る
美本なし

栩木伸明 \ 2,800 3,080 9784783726210

パルマの光　アッティー
リョ・ベルトルッチ―その人
生と作品

パオロ・ラガッツィ 松本康子編訳 \ 3,000 3,300 9784783726234

言葉よ　高く翔べ　イタリア
20世紀の２人の詩人

アッティーリョ・ベ
ルトルッチ、マリ
オ・ルーツィ

\ 2,400 2,640 9784783726241

ルイス・キャロル　美本なし 思潮社編集部 \ 2,330 2,563 9784783727019

神の御使いⅠ 品切 ニック・ケイヴ 山形浩生訳 \ 1,748 1,923 9784783727477

神の御使いⅡ　品切 ニック・ケイヴ 山形浩生訳 \ 1,748 1,923 9784783727484

悲しみのゴンドラ(増補版)
残部僅少・美本なし

トーマス・トランスト
ロンメル

エイコ・デューク \ 2,400 2,640 9784783728931

地上の歌声 アンドレア・ラオス \ 2,400 2,640 9784783728535

エルサレムの詩 イェフダ・アミハイ 村田靖子訳 \ 2,200 2,420 9784783728580

記憶の宿る場所-エズラ･
パウンドと20世紀の詩

土岐恒二、児玉実
英監修

\ 2,500 2,750 9784783728634

ルイス・ブニュエル著作集
成品切

ルイス･ブニュエル 杉浦勉訳 \ 4,800 5,280 9784783728641

エズラ・パウンド長詩集成 エズラ･パウンド 城戸朱理編訳 \ 2,200 2,420 9784783728689

シルヴィア・プラス　愛と名
声の神話

高市順一郎　編著 \ 2,800 3,080 9784783728740

雨の言葉
ローゼ・アウスレン
ダー

加藤丈雄訳 \ 2,200 2,420 9784783728757

キッド
サイモン・アーミ
テージ

四元康祐、栩木
伸明訳

\ 2,400 2,640 9784783728818

黒い波
ドラゴ・シュタンブ
ク

アイーダ・ヴィダ
ン、橋本博美訳

\ 2,400 2,640 9784783728825

時間の瞳孔 朴柱澤 韓成禮 \ 2,400 2,640 9784783728832

劇詩　闘士サムソン
美本なし

ジョン・ミルトン 佐野弘子訳 \ 2,200 2,420 9784783728948

僕、片隅の客 ヨハネス・キューン 飯吉光夫訳 \ 2,400 2,640 9784783728986

鏡の中の天使 金春洙 姜尚求　訳 \ 2,400 2,640 9784783724438
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風と一縷の愛　イタリア・ア
ブルッツォ州の三人の詩
人

D・カヴィッキャ、
D・マリアナッチ、
R・ミノーレ

松本康子編訳 \ 2,500 2,750 9784783726265

秋の日記 ルイ・マクニース
辻昌宏　道家英
穂　髙岸冬詩　訳

\ 2,200 2,420 9784783726272

ルイ・マクニース詩集 ルイ・マクニース
髙岸冬詩　道家
英穂　辻昌宏　訳

\ 2,800 3,080 9784783726289

氷の自叙伝 崔勝鎬 韓成禮　編訳 \ 2,400 2,640 9784783727613

アニアーラ 僅少・美本なし
ハリー・マーティン
ソン

児玉千晶　訳 \ 2,600 2,860 9784783727651

針穴の中の嵐 金基澤 韓成禮　編訳 \ 2,400 2,640 9784783727668

黄金の竪琴　沓掛良彦訳
詩選　僅少・美本なし

沓掛良彦　訳 \ 7,400 8,140 9784783727705

今、バラを摘め 文貞姫 韓成禮　訳 \ 2,400 2,640 9784783727712

サール川の畔にて
ロサリア・デ・カスト
ロ

桑原真夫　編訳 \ 2,500 2,750 9784783726302

詩と記憶　ドゥルス・グ
リューンバイン詩文集

ドゥルス・グリュー
ンバイン

縄田雄二　編訳
磯崎康太郎・安
川晴基　訳

\ 2,200 2,420 9784783726319

ギリシアの墓碑によせて
ネーモー・ウーティ
ス

沓掛良彦　訳 \ 5,000 5,500 9784783727743

ここが私たちの上陸地 クレア・ロバーツ 髙岸冬詩　訳 \ 2,200 2,420 9784783727767

詩人クリスティーヌ・ド・ピザ
ン 品切

クリスティーヌ・ド・
ピザン

沓掛良彦・横山
安由美　編訳

\ 6,000 6,600 9784783727804

ジプシー・ロマンセ集　カン
テ・ホンドの詩

フェデリコ・ガルシ
ア・ロルカ

細野豊・片瀬実・
久保恵　訳

\ 2,400 2,640 9784783727910

まるで魔法のように　ポー
ラ・ミーハン選詩集

ポーラ・ミーハン

大野光子・栩木
伸明、山田久美
子、河口和子、河
合利江

\ 2,600 2,860 9784783727927

新葉
ロサリア・デ・カスト
ロ

桑原真夫　編訳 \ 3,800 4,180 9784783726326


