
 

附属図書館資料企画展示 

 

 

 

 

 

今すぐ読める！

借りられる！ 

 お茶大では、世界 25 ヶ国あまりから来た 250 名の留学生が学んで

います。 

 

お茶大は、ヴァッサー大学をはじめ世界の大学と協定を結び、交流

を深めています。2008 年 7 月現在の大学間交流協定締結校は 20 カ国

34 校に上ります。 

 

毎年お茶大から海外の各協定校へ約10名の学生が派遣されているほ

か、春休みにはオタゴ大学（ニュージーランド）、クイーンズランド

大学（オーストラリア）で行われる 30～50 日間の海外語学研修プロ

グラムに参加する機会もあります。 

 

この展示では、「海外への留学を考えるときに参考になる本」や、「お

茶大で学ぶ留学生の出身国の食文化や情勢などがわかる本」を紹介

します。 

平成 20 年度第 1 回（７月～９月）展示 

お茶の水女子大学附属図書館１階展示コーナー 
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このリストに掲載している本は、展示中も含め貸りられます。 

２F カウンターにて貸出＆閲覧希望を受付中！ 

（★のみ館内でご利用ください。） 

 
 

○わたしも留学 

 
書名 

所在 

(ｺｰﾅｰ) 
請求記号 

1 英語圏 6 カ国はじめての大学留

学 : 留学ベストガイド / JASA 海

外進学センター著 

一般 

 

377.6/J26/2008 

2 大学院留学事典 (2007-08) (アル

ク地球人ムック―留学事典シリー

ズ)  

参考 

 

377.6R/D16/2007-2008 

3 アメリカの大学院で成功する方

法 : 留学準備から就職まで 

一般 

 

377.6/Y87 

4 米国博士号をとるコツ―あなたの

都合にあわせてくれる米国大学院

の利用術 (創成社新書 18)  

一般 

 

377.6/N47 

5 博士号への道―海外で学位をとる

ために 

一般 

 

377.6/Sa31 

6 大学生のための海外インターンシ

ップ : Challenge Now! 

一般 

 

377.6/D16 

7 留学サクセスマニュアル : 在米

心理カウンセラーが教える 

一般 

 

377.6/Ka28 
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○留学生の出身国はどんなところ？ 

  書名 所在 

（ｺｰﾅｰ）

請求記号 

8 世界食文化図鑑 一般 383/W38 

9 世界の台所博物館 一般 383/Mi88 

10 料理の文化史 : 各国の代表的 111

レシピー付 

リベラル

アーツ 

383/St5 

11 

★ 

世界民俗音楽大集成シリーズ 視聴覚 760.8ZZ1-sc/Se22

/1-100 

12 

 

キッコーマンビデオライブラリー

世界の食文化 

リベラル

アーツ 

383ZZ1-vf/Se22/

［1-3］ 

13 アジアの染織展 アート 753TT6/A27/1996 

14 いのちの食紀行:1996 年〜1998 年 一般 383/I55 

15 食は東南アジアにあり : 未知の

味への招待 

一般 596/H92 

16 衣食住の巻 アジア(世界風俗じ

てんⅡ） 

一般 382/Se22/2 

17 アジアの茶文化研究   リベラル

アーツ 

383/A27 

18 アジア世界のことばと文化 一般 829/A27 

19 アジア二都物語 : シンガポール

と香港 

一般 220/I96 

20 中央アジアを知るための 60 章(エ

リア・スタディーズ) 

一般 302.2/U98 
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21 

★ 

新版 東南アジアを知る事典 参考 292R/To63hei 

22 アジアの正月  (アジア遊学

No.46) 

リベラル

アーツ 

376/A27 

23 

★ 

韓国服飾文化事典 参考 383R/Ki38 

24 

★ 

韓国伝統文化事典 参考 382R/Ka56 

25 韓国の伝統飲食 一般 596/I51 

26 2002 年ソウルスタイル 

李さん一家の素顔のくらし 

 

アート 382TT6/N79/2002 

27 韓国の歴史を知るための 66 章(エ

リア・スタディーズ) 

一般 221/Ki41 

28 大地の咆哮 : 元上海総領事が見

た中国  

一般 319/Su38 

29 北京大学てなもんや留学記 

 

一般 377.6/Ta88 

30 

 

いまどきの中国人 13 億人の素顔

に迫る 

一般 302.2/Sa11 

31 火の料理水の料理 : 食に見る日

本と中国 

一般 383/Ki39 

32 

★ 

調理と医食同源 : 厨房にみる味

の秘訣  [ ビデオレコード ] 

リベラル

アーツ 

383ZZ1-vf/Se22/ 

[3(1)] 

33 風水という名の環境学 : 気の流

れる大地 

一般 292/U32 
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34 チャイナドレスをまとう女性た

ち : 旗袍 (チーパオ) にみる中

国の近・現代 

一般 383/Sh11 

35 三国志の舞台 （世界歴史の旅） 一般 292/W46 

36 中国古代文明 （世界歴史の旅） 

 

一般 292/Ta85 

37 現代中国を知るための 60 章 第 2

版 (エリア・スタディーズ) 

一般 302.2/G34 

38 中国の暮らしと文化を知るための

40 章(エリア・スタディーズ) 

一般 302.2/C62 

39 現代台湾を知るための 60 章(エリ

ア・スタディーズ) 

一般 302.2/A93 

40 現代の香港を知るKEYWORD888田村

早苗編 

一般 302.2/G34 

 

41 タイ（世界の食文化シリーズ） リベラル

アーツ 

383/Se22/5 

42 神話の人々 : タイ山岳民族の染

織工芸 

一般 753/Ka58 

43 タイにおける教育発展 : 国民統

合・文化・教育協力 

一般 372.2/Mu59 

44 タイを知るための 60 章 / 綾部恒

雄, 林行夫編著 (エリア・スタデ

ィーズ) 

一般 302.2/Ta22 

45 アフガニスタン山の学校の子ども

たち 

一般 748/N14 
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46 

★ 

大仏は語らず : バーミヤン渓谷

の盛衰  [ ビデオレコード ] 

視聴覚 702.2ZZ1-vf/A18/

2 

47 

★ 

東西文明の回廊 : アフガニスタ

ン仏教芸術  [ ビデオレコード ]

視聴覚 702.2ZZ1-vf/A18/

1 

48 教育と平和 : アフガニスタン女

子教育支援シンポジウムから 

本学教員 377.2TT10/O15/1 

49 アフガニスタンの歴史と文化 

 

一般 226/V86 

50 鮮麗なるアフガニスタン1841-42 : 

イギリス軍中尉ジェームズ・ラッ

トレーの石版画より 

アート 226TT6/Se72/2007 

51 彼女の夢みたアフガニスタン 

 

一般 302.2/Y31 

52 私の大好きな国アフガニスタン 

 

一般 302.2/Y64 

53 ワタネ・マン : わたしの国アフガ

ニスタン 

一般 748/N14 

54 アフガニスタンに住む彼女からあ

なたへ : 望まれる国際協力の形 

一般 498/Y31 

55 インドネシア・ベトナムの神話伝

説  改訂版（世界神話体系 15）

一般 162/Se22/15 

56 モンゴル（世界の食文化シリーズ） リベラル

アーツ 

383/Se22-3 

57 モンゴル（暮らしがわかるアジア

読本） 

一般 302.2/Ko71 

58 モンゴル年代記 一般 222/Mo51 
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59 モンゴルを知るための 60 章 

 

一般 292.2/Ka46 

60 大いなるモンゴル : 遊牧の民と

の対話 

一般 302.2/Y31 

61 現代ベトナムを知るための 60 章 

 

一般 302.2/G34 

62 ベトナム・カンボジア・ラオス・

ミャンマー（世界の食文化シリー

ズ） 

リベラル

アーツ 

383/Se22-4 

63 カンボジアを知るための 60 章(エ

リア・スタディーズ) 

一般 302.2/Ka48 

64 現代カンボジア風土記 一般 292/I42 

65 カンボジア絹絣の世界 : アンコ

ールの森によみがえる村 

一般 586/Mo55 

66 ジャワ更紗 : その多様な伝統の

世界 

アート 753TT6/J29/1993 

67 インドネシア : 多民族国家とい

う宿命(中公新書 ; 1876) 

一般 312.2/Mi95 

68 インドネシアを知るための 50 章

(エリア・スタディーズ) 

一般 302.2/I54 

69 ミャンマー : 技術指導から生

活・異文化体験まで 

一般 366/Ka21/3 

70 ビルマとミャンマーのあいだ : 

微笑みの国と軍事政権 

一般 292/Se16 
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71 ミャンマーという国への旅 

 

一般 292/L32 

72 ネパールに生きる 

 

一般 302.2/Y16 

73 ひと文化 ネパール 

 

一般 302/H77/[1] 

74 マンダラ : チベット・ネパールの

仏たち 

アート 186TT6/Ma43/2003 

75 ヒマラヤにかける橋 

 

一般 292/N61 

76 もっと知りたい国ネパール 

 

一般 302.2/N59 

77 ネパールを知るための 60 章(エリ

ア・スタディーズ) 

一般 302.2/N65 

 

78 カザフスタン : 草原と資源と豊

かな歴史の国 

一般 302.2/Ts83 

79 初代大使が見たカザフスタン 一般 302.2/Ma77 

80 カザフスタン（文庫クセジュ） 一般 085/B89h/3520 

81 イスラーム世界のことばと文化  

 

一般 802/I85 

82 衣食住の巻 ヨーロッパ(世界風

俗じてんⅠ） 

一般 382/Se22/1 

83 ヨーロッパの東方拡大 一般 329/Y84 

84 ヨーロッパ世界のことばと文化 一般 802/Se22/[2] 

85 イギリス料理 一般 596/Se22/「5] 
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86 イギリス 一般 302.3/Y84/[1] 

87 英国のカントリーハウス（上）（下） 一般 527/Su56/26-27 

88 イギリス/アイルランド/北欧 4 国

(世界の建築・街並みガイド ; 2)

一般 520/Se22/2 

89 スコットランド（世界歴史の旅） 一般 293/To58 

90 イギリスの歴史(ケンブリッジ版

世界各国史) 

一般 233/Sp3 

91 イギリスを知るための 65 章(エリ

ア・スタディーズ) 

一般 302.3/I24 

92 イタリア料理大全 一般 596/B85 

93 イタリア/ギリシア(世界の建築・

街並みガイド ; 3) 

一般 520/Se22/3 

94 イタリア・バロック : 美術と建築

（世界歴史の旅） 

一般 293/Mi83 

 

95 イタリアの歴史(ケンブリッジ版

世界各国史) 

一般 237/D95 

96 現代イタリアを知るための 44 章

(エリア・スタディーズ) 

一般 302.3/Mu43 

 

97 ハンガリー史 

 

一般 234.7/P19/1-2 

98 ハンガリー小史 一般 234.7/H29 
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99 ルーマニアその国土と人々 一般 375.9/Z3/21 

100 ルーマニアを知るための 60 章(エ

リア・スタディーズ) 

一般 302.3/Mu95 

101 オーストリア/ポーランド/チェコ

/スロヴァキア/ハンガリー/ルー

マニア（世界の建築・街並みガイ

ド ; 5） 

一般 520/Se22/5 

102 

 

ポーランド : 技術指導から生

活・異文化体験まで  

一般 366/Ka21/16 

103 ポーランドの歴史(ケンブリッジ

版世界各国史) 

一般 234.9/L96 

104 ポーランドを知るための 60 章(エ

リア・スタディーズ) 

一般 302.3/P82 

105 ロシア（世界の食文化シリーズ） リベラル

アーツ 

383/Se22/19 

106 ロシア : 技術指導から生活・異文

化体験まで  

一般 366/Ka21/26 

107 ロシア児童文学の世界 : 昔話か

ら現代の作品まで : 国立国会図

書館国際子ども図書館展示会  

アート TT6/909/R72/2005 

108 ロシア（世界の食文化 19）  リベラル

アーツ 

383/Se22/19 

109 現代ロシアを知るための 55 章(エ

リア・スタディーズ) 

一般 302.3/G34 

 

110 

 

リトアニア : Lietuva (バルト三

国歴史紀行 ; 3) 

一般 293/H31/3 
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111 リトアニア : 民族の苦悩と栄光 

 

一般 238/H42 

112 クロアチア(文庫クセジュ ; 828) 一般 239/C25 

113 エジプト (ナショナルジオグラフ

ィック世界の国) 

一般 294/W86 

114 南部アフリカ(図説大百科世界の

地理 ; 18) 

一般 290.8/Z8/18 

115 エル・フォルクローレ 

 

一般 762.6/H22 

116 アルゼンチンを知るための 54 章

(エリア・スタディーズ) 

一般 302.6/Ma81 

117 コロンビアとパナマを旅する : 

石畳の街を訪ねて 

一般 296/I45 

118 アメリカ/カナダ/メキシコ(世界

の建築・街並みガイド ; 6) 

一般 520/Se22/6 

119 アメリカの歴史を知るための60章

(エリア・スタディーズ) 

一般 302.5/A44 

120 21 世紀アメリカ社会を知るための

67 章(エリア・スタディーズ) 

一般 302.5/N73 

121 アメリカのヒスパニック=ラティ

ーノ社会を知るための 55 章(エリ

ア・スタディーズ) 

一般 316/A44 
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〇ＴＥＡに参加して、留学生と仲良くなろう！ 

 

ＴＥＡ（Trans-cultural Exchange Association）はお茶の水女子大学

の留学生と日本人学生のための国際交流グループです。留学生と国際交

流に興味を持っている日本人学生が、一緒にお昼ごはんを食べながら交

流を深めています。 

 

活動場所：共通講義棟３号館 102 号室（通称ＴＥＡ部屋） 

時間：平日のお昼休み 12：30～13：00 

 

○ 留学について相談しよう！ 

 

グローバル教育センター「国際交流室」（学生センター３F右奥）で、 

海外渡航に関する個別相談や情報収集ができるのをご存じですか？ 

留学に関する資料や「地球の歩き方」などのガイドブックが多数ありま

す！なにより国際交流室の先生方が親身にサポートしてくれます。 

留学や旅行に行く前に、国際交流室へ行ってみよう！ 

 

○ メーリングリストで留学情報を手に入れよう！ 

 

グローバル教育センター「国際交流室」では、学内・外で行われ

る留学説明会・講演会など、海外渡航に関する情報発信も行ってい

ます。希望者は『留学通信 ML 参加希望』と明記して、 

  info-ipo@cc.ocha.ac.jpまで名前と所属を連絡しよう！ 
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平成 20 年 7月発行 

（担当：図書情報チーム展示企画班） 

mailto:info-ipo@cc.ocha.ac.jp

