
第11回トークライブ　前川和子先生 「ロマンチック大好き！  私の読書遍歴」

前川和子先生の読書遍歴 署名・著者 登録番号 配架場所 所在番号 備考

聊齋志異 上・下/ 蒲松齢著 / 増田渉, 松枝茂夫, 常石茂訳
中国古典文学大系

10051944
10089747

(CELL)1階 一般図書 928||チコ||40-41
上巻P.24-25

「魔法の梨の木（種梨）」

中国童話集 / 伊藤貴麿, 松枝茂夫訳
世界童話文学全集 ; 14

10075280
(CELL)地階 電動集密

図書
908||セト||14

P.264-268
「まほうのなしの木」

美女と野獣 / ボーモン夫人、ペロー著　/ 巌谷国士訳 20043698 (伊丹)2階 一般図書 953||ＢＡＵ

美女と野獣 (Disney DVD) / ゲイリー・トルースデール, カーク・ワイズ
監督 / ボーモン原作

10199956 (CELL)1階 視聴覚 MOVIE||||ヒシ 禁帯出

美女と野獣 / ジャン・コクトー監督 / ボーモン原作
シネマクラシック ; 147

91023212 (CELL)1階 視聴覚 MOVIE||||ヒシ 禁帯出

【小さい頃の読書】
世界少年少女文学全集

世界少年少女文学全集/創元社 / 1954

【中学時代に仮病をつかって読破した本】
「モンテ・クリスト伯」

モンテ・クリスト伯 1-7/アレクサンドル・デュマ著/山内義雄訳
10096059

↓
10096065

(CELL)1階 文庫本 文庫||953.6||テア

風と共に去りぬ 1-5/M・ミッチェル著/大久保康雄ほか訳
10144601

↓
10144605

(CELL)1階 文庫本 文庫||933.7||ミマ

風と共に去りぬ / ビクター・フレミング監督 / ミッチェル原作 10166775 (CELL)1階 視聴覚 MOVIE||||カセ

エデンの東 上・下/ ジョン・スタインベック著 / 土屋政雄訳
20081292
20081293

(伊丹)2階 一般図書 933.7||ＳＴＪ||1-2

エデンの東 / エリア・カザン監督 (レーザーディスク) 11000955
(CELL)地階
特別資料室

16 禁帯出

【高校時代、夢中になった本】
「チャタレイ夫人の恋人」

チャタレイ夫人の恋人 / D.H.ロレンス著 / 伊藤整訳
集英社版 世界文学全集 73

10075523 (CELL)1階 一般図書 908||セフ||73

【高校時代、家族からプレゼントされた本】
「若きウェルテルの悩み」

若きウェルテルの悩み / ゲーテ著 / 竹山道雄訳 10094695
(CELL)地階 電動集密

文庫・新書
文庫||943.6||ケテ

【高校時代、家族からプレゼントされた本】
「ポールとヴィルジニー」

ポオルとヴィルジニイ / サン・ピエエル著 / 木村太郎訳 10195199
(CELL)地階 電動集密

文庫・新書
文庫||953||サヘ

【学習雑誌の読書案内から読んだ本】
「モーヌの大将」

Le Grand Meaulnes 「モーヌの大将」/ Robert Gibson ; Alain-Fournier 10152637 (学外倉庫)交流研 950.8||ＣＧ||56

【高校時代に読んだ雑誌】
SFマガジン

SFマガジン / 早川書房 本学所蔵なし

【小さい頃の思い出・宝物】
「ふしぎななしの木」

【小さい頃の思い出・宝物】
「ベルとまもの」

本学所蔵なし

【高校時代に夢中になった本・映画】
「風と共に去りぬ」

【高校時代に読んだ本】
エデンの東



【高校時代、夢中になった本】
「黄金宝壺」/「黄金の壺」

【高校時代、人生の一つ目の扉となった本】
「悪魔の美酒」

【大学時代の恩師による翻訳】
ホフマン全集

ホフマン全集 1-9/ E.T.A.ホフマン著 / 深田甫訳
10094826

↓
10094836

(CELL)1階 一般図書 948.6||ホエ||1-9

2巻 P.11-168
「黄金の壺」

6巻「悪魔の霊液」

【受験に失敗したときに読んだ本】
カラマーゾフの兄弟

カラマーゾフの兄弟 1-5/ ドストエフスキー著 / 亀山郁夫訳
10184852

↓
10184856

(CELL)1階 文庫本 文庫||983.6||トフ

【20歳前後に読んで楽しかった本】
三国志

三国志 完訳 1-8/ 小川環樹, 金田純一郎訳
20043433

↓
20058723

(伊丹)2階 一般図書 923.5||ＳＡＮ||1-8

【20歳前後に読んで楽しかった本】
水滸伝

水滸伝 上・中・下/ 施耐庵著 / 駒田信二訳
中国古典文学大系

10089735
10089736
10089737

(CELL)1階 一般図書 928||チコ||28-30

ナルニア国ものがたり 1-7/ C.S.ルイス著 / 瀬田貞二訳
10112184

↓
10112145

(CELL)1階 一般図書 933.7||ルク||1-7

ライオンと魔女 / A・アダムソン監督 C・S・ルイス原作
(ナルニア国物語 第一章)

10177038 (CELL)1階 視聴覚 MOVIE||||ナル 禁帯出

娘時代 / シモーヌ・ド・ボーヴォワール著 / 朝吹登水子訳
(ある女の回想 1)

20043699 (伊丹)2階 一般図書 956||ＢＥＳ

女ざかり / シモーヌ・ド・ボーヴォワール著 / 朝吹登水子訳
(ある女の回想 2)

或る戦後 / シモーヌ・ド・ボーヴォワール著 / 朝吹登水子訳
(ある女の回想 3)

ボーヴォワール著作集1-9
10145816

↓
10145824

(CELL)地階 電動集密
図書

958.7||ホシ||1-9
4巻「人はすべて死ぬ」

6-7巻 「第二の性」

The millstone 「碾臼」/ Margaret Drabble
Harmondsworth : Penguin 1968

20044501
(学外倉庫)2階

一般図書
933.7||ＤＭ

滝 / M・ドラブル著 / 晶文社 (1974)

夏の鳥かご / M・ドラブル著 / 新潮社 (1973)

黄金のイェルサレム / M・ドラブル著 / 河出書房新社 (1974)

【児童文学 三宅興子先生との出会い】
ホビットの冒険

ホビットの冒険 上・下/ J.R.R.トールキン著 / 瀬田貞二訳
岩波少年文庫 1979

本学所蔵なし

【20歳前後に読んで楽しかった本】
ナルニア国ものがたり

【女の子がいかに生きるべきかを示す作家】
シモーヌ・ド・ボーヴォワール

本学所蔵なし

本学所蔵なし

【お気に入りの作家】
マーガレット・ドラブル

本学所蔵なし

本学所蔵なし

本学所蔵なし



八十日間世界一周 / ヴェルヌ著 / 田辺貞之助訳
ほか 世界文学全集 23

20040858 (伊丹)2階 一般図書 908||ＳＥＢ||23a

80日間世界一周/ M・アンダーソン監督/ ヴェルヌ原作
(レーザーディスク)

11000958
(CELL)地階
特別資料室

19 禁帯出

【仕事の傍ら読んだミステリー】
ジェフリー・アーチャー

遥かなる未踏峰 上・下/ J・アーチャー著 / 戸田裕之訳
10203488
10203489

(CELL)1階 文庫本 文庫||933.7||アチ

図書館実習Q&A /川原亜希世, 中道厚子, 前川和子, 横山桂 著 10221397 (CELL)1階 一般図書 010.7||トシ

資料分類法の基礎理論 / ミルズ, ジャック著 ; 原著: ブリス分類法協
会 ; 監訳: 田窪直規, 吉田暁史 ; 編者: 前川和子, 川崎秀子

10136896 (CELL)1階 一般図書 014.4||ミシ

情報サービス : 概説とレファレンスサービス演習 / 志保田務,
平井尊士編著 ; 谷本達哉, 中村恵信, 前川和子 [ほか]著

10136894
(CELL)地階 電動集密

図書
015.2||シツ

資料・メディア総論：図書館資料論・専門資料論・資料特論の統合化 /
志保田務, 山本順一監修・編著 ; 平井尊士 [ほか] 編著 ; 高鷲忠美
[ほか著]

10171083
(CELL)地階 電動集密

図書
014.1||シツ

大手前大学論集　14　2013
P.217-228：「F.チェニーを通してみるアメリカにおけるレファレンスサー
ビス論成立期の検証（前川和子）」

91047206 (CELL)地階 電動集密 紀要

大阪大谷大学紀要 45, 2011-02
P.104-120：「図書館学生インストラクターの養成(2)大学生の図書館活
用能力の向上を目指して（前川和子 他）」

91034869 (CELL)地階 電動集密 紀要

現代の図書館 29(3),  1991-09
P.177-182：「短期大学図書館を取り巻く環境と展望 (図書館を
とりまく環境-1-<特集>)（前川和子）」

10125782 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 30(6),  1979-03
P.211-212：「実態調査と普及促進への動き(1967-1969) (我が国にお
ける印刷カ-ド事業の史的考察--今日的課題への文献レビュ-的アプ
ロ-チ) -- (年代的考察)（前川和子 他）」
P.231-232：「目録情報の国際的動向 (我が国における印刷カ-ド
事業の史的考察--今日的課題への文献レビュ-的アプロ-チ)
 (事項別考察)（前川和子）」

10128190 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 35(3),  1983-09
P.113-120：「分類目録の件名索引--連鎖索引法のNDCに対する
適用とその問題点 (第24回〔日本図書館研究会〕研究大会特集) --
(グル-プ研究発表)（前川和子）」

10128191 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 43(2),  1991-07
P.70-74：「「短大図書館」の理論構成--短大図書館記述のための
枠組みつくり,試論 (第32回〔日本図書館研究会〕研究大会シンポジウ
ム) -- (第32回〔日本図書館研究会〕研究大会グル-プ研究発表)
（前川和子）」

10128195 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 52(2),  2000-07-01
P.86-91：「BSH第4版の検討(グループ研究発表,<特集>第41回
研究大会)（前川和子）」

10154783 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

【兄の本棚から】
八十日間世界一周

【前川先生著書】

【前川先生寄稿雑誌・紀要】



図書館界 53(2),  2001-07-01
P.112-117：「図書館学教育・図書館利用教育におけるWeb教材・
ビデオ教材の活用 : 調査のための予備的考察
(グループ研究発表,<特集>第42回研究大会)（前川和子 他）」

10154783 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 55(2),  2003-07-01
P.102-108：「インターネット時代の情報的サービス : 公共図書館の場
合(グループ研究発表,<特集>第44回研究大会)（前川和子 他）」
P.136-138：「第44回研究大会全体報告（会議録）」

10162065 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 57(2),  2005-07-01
P.120-129：「図書館利用者クレームへの取り組みの動向 : 文献的考
察(第46回研究大会グループ研究発表)（前川和子 他）」

10179451 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 58(2),  2006-07-01
P.90-98：「「レファレンス」をめぐって : 省令科目内の位置づけの再検
討を中心に(第47回研究大会グループ研究発表)（前川和子 他）」

10190789 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 59(3),  2007-09-01
P.188-199：「近畿地区大学図書館における司書採用の現状：
就職の可能性を広げるために（前川和子 他）」

10190790 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館界 61(3),  2009-09-01
P.186-201：「司書課程における図書館実習の現状（前川和子 他）」

10208356 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館雑誌 82(4), 1988-04
P.207-209：「スライドを使った入学時オリエンテ-ション--大谷女子
短大の利用指導から (オリエンテ-ションにひと工夫を)（前川和子）」

10128218 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館雑誌 103(7),  2009-07
P.482：「書評：図書館員の本棚 知識と経営と図書館 柳与志夫著
（前川和子）」

10197753 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館雑誌 104(1),  2010-01
P.21：「第6分科会 図書館に関する科目--大学における司書養成の
新たなる展開 (平成21年度(第95回)全国図書館大会ハイライト)
（前川和子 他）

10208357 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館雑誌 104(12),  2010-12
P.791：「第10分科会 図書館学教育 「図書館に関する科目」と教育
現場におけるその展開 (国民読書年・図書館法60周年 平成22年度
(第96回)全国図書館大会ハイライト)（前川和子 他）」

10208358 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

TP&Dフォーラムシリーズ (11) 2003-05
P.1-3：「TP&Dフォーラムシリーズ 整理技術・情報管理等研究論集
(11)序言（前川和子）」

91045041 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

図書館文化史研究 (30), 2013
P.55-75：「第二次世界大戦後図書館現職者教育におけるF.チェニー
のレファレンス教育（前川和子）」

91045771 (CELL)地階 電動集密 和雑誌

桃山学院大学環太平洋圏経営研究 (9), 199-212, 2008-03-25
日本におけるレファレンス教育の開拓者フランシス・チェニーに
関する一考察 (志保田務教授退任記念号)（前川和子）※抜刷

禁帯出

大阪大谷大学紀要 44, 33-67, 2010-02
図書館学生インストラクターの養成--大学生の図書館活用能力の向
上を目指して（前川和子 他）

本学所蔵なし

前川先生ご提供資料
特集展示のために一時的にお借りしています。



短期大学図書館研究 (23), 79-85, 2003
短期大学図書館運営のためのサポート体制の考察（前川和子）

短期大学図書館研究 (30), 73-79, 2010
情報化時代における短期大学図書館運営（前川和子）

短期大学図書館研究 (32), 69-77, 2012
研修会論稿 学生が考える図書館サービスのPR方法：
情報サービスを中心にして（前川和子）

禁帯出

短期大学図書館研究 (32), 89-97, 2012
研修会論稿 短期大学図書館員のキャリア形成（前川和子）

堺女子短期大学紀要 (38), 21-35, 2003-03
インターネット時代における公共図書館員研修プログラム:情報能力
の開発（前川和子）

堺女子短期大学紀要 35, 59a-71a, 2000-03-15
<論文>パイクスピーク公共図書館区「マギーの家」における情報サー
ビスの現在（前川和子）

堺女子短期大学紀要 36, 59a-47a, 2001-03-10
<論文>アメリカ合衆国公共図書館における利用教育（前川和子）

堺女子短期大学紀要 37, 12a-1a, 2002-03-10
<論文>情報化時代における公共図書館員の教育・研修（前川和子）

本学所蔵なし

本学所蔵なし

本学所蔵なし

本学所蔵なし

本学所蔵なし

本学所蔵なし

本学所蔵なし

前川先生ご提供資料
特集展示のために一時的にお借りしています。


	特集展示（確定版）

