
文庫で読める外国文学 2022.3.22更新

タイトル (巻・版) 著者 出版者 出版年 請求記号

同じ一つのドア アップダイク　著 新潮社 1972 F文庫-アップ

ワインズバーグ・オハイオ　29刷改

版

シャーウッド・アンダスン

著
新潮社 1981 F文庫-アンダ

絵のない絵本　66刷改版 アンデルセン　著 新潮社 1987 F文庫-アンデ

絵のない絵本 アンデルセン　[著] 集英社 1991.11 F文庫-アンデ

人形の家　28刷改版 イプセン　著 新潮社 1967 F文庫-イプセ

地底旅行 ジュール・ヴェルヌ　作 岩波書店 1997.2 F文庫-ヴェル

十五少年漂流記　66刷改版 ジュール・ヴェルヌ　著 新潮社 1990.5 F文庫-ヴェル

八十日間世界一周　4版 ジュール・ヴェルヌ　著 東京創元社 1988 F文庫-ヴェル

チャンセラー号の筏 ジュール・ヴェルヌ　[著] 集英社 1993.5 F文庫-ヴェル

海底二万里　上 ジュール・ヴェルヌ　[著] 新潮社 2012.9 F文庫-ヴェル-1

海底二万里　下 ジュール・ヴェルヌ　[著] 新潮社 2012.9 F文庫-ヴェル-2

灯台へ ヴァージニア・ウルフ　作 岩波書店 2004.12 F文庫-ウルフ

カタロニア讃歌 ジョージ・オーウェル　著 岩波書店 1992.5 F文庫-オウェ

動物農場 ジョージ・オーウェル　著 角川書店 1972 F文庫-オウェ

高慢と偏見　下 ジェーン・オースティン　作 岩波書店 1994.7 F文庫-オステ

高慢と偏見　上 ジェーン・オースティン　作 岩波書店 1994.7 F文庫-オステ

八人のいとこ　39版 オルコット　[著] 角川書店 1991.1 F文庫-オルコ

若草物語 オルコット　著 光文社 2017.1 F文庫-オルコ

子熊物語
ジェームズ・カーウッド

[著]
集英社 1989.5 F文庫-カウッ

変身　107刷改版 カフカ　著 新潮社 2011.4 F文庫-カフカ

審判 フランツ・カフカ　著 角川書店 1953 F文庫-カフカ

城　43刷改版 カフカ　著 新潮社 2005.1 F文庫-カフカ

ティファニーで朝食を カポーティ　[著] 新潮社 2008.12 F文庫-カポテ

転落・追放と王国 カミュ　著 新潮社 1968 F文庫-カミュ

異邦人　改版 カミュ　[著] 新潮社 1966 F文庫-カミュ

ペスト カミュ　[著] 新潮社 1969 F文庫-カミュ

公女マーラヴィカーとアグニミトラ

王
カーリダーサ　作 岩波書店 1989.3 F文庫-カリダ

ママ・グランデの葬儀 ガルシア・マルケス　[著] 集英社 1982.12 F文庫-ガルシ

鏡の国のアリス ルイス・キャロル　[著] 角川書店 2010.2 F文庫-キャロ

不思議の国のアリス ルイス・キャロル　[著] 角川書店 2010.2 F文庫-キャロ

死に至る病　23刷改版 キェルケゴール　著 岩波書店 1957 F文庫-キルケ

運命の裏木戸 アガサ・クリスティー　著 早川書房 1981.2 F文庫-クリス

エッジウェア卿殺人事件 クリスティ　[著] 新潮社 1990.4 F文庫-クリス

ゴルフ場殺人事件 アガサ・クリスティ　著 新潮社 1984.5 F文庫-クリス

秘密組織 アガサ・クリスチィ　著 東京創元社 1971 F文庫-クリス

バグダッドの秘密 アガサ・クリスティー　著 早川書房 1979.1 F文庫-クリス

ブルートレイン殺人事件 アガサ・クリスティ　[著] 新潮社 1983.1 F文庫-クリス

愛国殺人 アガサ・クリスティー　著 早川書房 1977.1 F文庫-クリス

春にして君を離れ アガサ・クリスティー　著 早川書房 2004.4 F文庫-クリス

青い壷の謎 アガサ・クリスティ　著 新潮社 1985.1 F文庫-クリス
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権力と栄光 グレアム・グリーン　著 新潮社 1959 F文庫-グリン

飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー　[著] 新潮社 2014.12 F文庫-ケスト

若きウェルテルの悩み　117刷改版 ゲーテ　著 新潮社 2010.5 F文庫-ゲテ

ファウスト　第1部
ヨハーン・ヴォルフガング・

ゲーテ　[著]
集英社 2004.5 F文庫-ゲテ-1

ファウスト　第2部
ヨハーン・ヴォルフガング・

ゲーテ　[著]
集英社 2004.5 F文庫-ゲテ-2

恐るべき子供たち コクトー　著 光文社 2007.2 F文庫-コクト

鼻 ; 外套 ; 査察官 ゴーゴリ　著 光文社 2006.11 F文庫-ゴゴリ

青い麦 コレット　著 集英社 1991.6 F文庫-コレッ

一年ののち　18刷改版 F.サガン　著 新潮社 1972 F文庫-サガン

優しい関係 サガン　著 新潮社 1971 F文庫-サガン

愛の中のひとり サガン　[著] 新潮社 1989.8 F文庫-サガン

悲しみよこんにちは サガン　[著] 新潮社 2009.1 F文庫-サガン

九つの物語 J.D.サリンジャー　著 集英社 2007.6 F文庫-サリン

悪魔と神 サルトル　著 新潮社 1971 F文庫-サルト

戦う操縦士 サン=テグジュペリ　著 光文社 2018.3 F文庫-サンテ

夜間飛行　92刷改版 サン=テグジュペリ　[著] 新潮社 2012.12 F文庫-サンテ

人間の土地　84刷改版 サン=テグジュペリ　[著] 新潮社 2012.12 F文庫-サンテ

星の王子さま
アントワーヌ・ド・サンテグ

ジュペリ　著
集英社 2005.8 F文庫-サンテ

ロミオとジュリエット　94刷改版 シェイクスピア　著 新潮社 2010.6 F文庫-シェイ

ハムレット シェイクスピア　著 新潮社 1952 F文庫-シェイ

リア王 シェイクスピア　著 光文社 2006.9 F文庫-シェイ

新訳ヴェニスの商人 シェイクスピア　[著] 角川書店 2005.1 F文庫-シェイ

マクベス　83刷改版 シェイクスピア　著 新潮社 2010.8 F文庫-シェイ

リチャード三世　34刷改版 シェイクスピア　[著] 新潮社 2004.7 F文庫-シエイ

ヘンリー・ジェイムズ短篇集 大津栄一郎　編訳 岩波書店 1985.12 F文庫-ジェイ

狭き門　改版 ジッド　[著] 新潮社 1987 F文庫-ジッド

田園交響楽　34刷改版 ジッド　[著] 新潮社 1966 F文庫-ジッド

泥棒日記 ジャン・ジュネ　著 新潮社 1968 F文庫-ジュネ

花のノートルダム ジャン・ジュネ　著 新潮社 1969 F文庫-ジュネ

長距離走者の孤独 アラン・シリトー　著 集英社 1977.5 F文庫-シリト

ハツカネズミと人間　24刷改版 スタインベック　[著] 新潮社 2016.11 F文庫-スタイ

赤い小馬　56刷改版 スタインベック　[著] 新潮社 1988 F文庫-スタイ

赤い小馬　17刷改版 スタインベック　[著] 新潮社 1966 F文庫-スタイ

怒りの葡萄　上 ジョン・スタインベック　著 早川書房 2014.12 F文庫-スタイ-1

怒りの葡萄　下 ジョン・スタインベック　著 早川書房 2014.12 F文庫-スタイ-2

赤と黒　上巻　改版 スタンダール　[著] 新潮社 1972 F文庫-スタン-1

赤と黒　下巻　54刷改版 スタンダール　[著] 新潮社 1988 F文庫-スタン-2

ジキル博士とハイド氏
[ロバート・L.スティーヴンソ

ン]　[著]
KADOKAWA 2017.4 F文庫-スティ

宝島 スティーヴンスン　著 光文社 2008.2 F文庫-ステイ
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居酒屋 ゾラ　著 新潮社 1970 F文庫-ゾラ

ナナ　上巻 エミール・ゾラ　著 新潮社 1956 F文庫-ゾラ

ナナ　下巻 エミール・ゾラ　著 新潮社 1959 F文庫-ゾラ

チェーホフ全集　1 (遅れ咲きの

花々・喜び)
松下裕　訳 筑摩書房 1994.2 F文庫-チェホ-1

チェーホフ全集　2 (狩場の悲劇・悪

党)
松下裕　訳 筑摩書房 1994.3 F文庫-チェホ-2

チェーホフ全集　3 (子どもたち・聖

夜)
松下裕　訳 筑摩書房 1994.6 F文庫-チェホ-3

チェーホフ全集　4 (幸福・くちづけ) 松下裕　訳 筑摩書房 1994.7 F文庫-チェホ-4

チェーホフ全集　5 松下裕　訳 筑摩書房 1993.12 F文庫-チェホ-5

チェーホフ全集　6 松下裕　訳 筑摩書房 1994.1 F文庫-チェホ-6

チェーホフ全集　8 松下裕　訳 筑摩書房 1993.9 F文庫-チェホ-8

チェーホフ全集　9 (父なし子・白鳥

の歌)
松下裕　訳 筑摩書房 1994.8 F文庫-チェホ-9

チェーホフ全集　10 (熊・結婚申し

こみ)
松下裕　訳 筑摩書房 1994.5 F文庫-チェホ-10

チェーホフ全集　11 (三人姉妹・桜

の園)
松下裕　訳 筑摩書房 1993.1 F文庫-チェホ-11

チェーホフ全集　12 (シベリアの

旅・サハリン島)
松下裕　訳 筑摩書房 1994.9 F文庫-チェホ-12

はつ恋 ツルゲーネフ　著 新潮社 1987.1 F文庫-ツルゲ

クリスマス・キャロル ディケンズ　著 光文社 2006.11 F文庫-ディケ

二都物語
チャールズ・ディケンズ

[著]
新潮社 2014.6 F文庫-ディケ

オリヴァー・ツイスト
チャールズ・ディケンズ

[著]
新潮社 2017.5 F文庫-ディケ

ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー　[著] 新潮社 2019.8 F文庫-デフォ

椿姫　22刷改版 デュマ・フィス　[著] 新潮社 1966 F文庫-デュマ

モンテ・クリスト伯　上 アレクサンドル・デュマ　作 岩波書店 2000.6 F文庫-デュマ-1

三銃士　上　52刷改版 デュマ　作 岩波書店 2008.4 F文庫-デュマ-1

モンテ・クリスト伯　中 アレクサンドル・デュマ　作 岩波書店 2000.6 F文庫-デュマ-2

三銃士　下　48刷改版 デュマ　作 岩波書店 2008.4 F文庫-デュマ-2

モンテ・クリスト伯　下 アレクサンドル・デュマ　作 岩波書店 2000.6 F文庫-デュマ-3

シャーロック・ホームズの事件簿
アーサー・コナン・ドイル

著
光文社 2007.1 F文庫-ドイル

緋色の研究
アーサー・コナン・ドイル

著
光文社 2006.7 F文庫-ドイル

四つの署名
アーサー・コナン・ドイル

著
光文社 2007.1 F文庫-ドイル
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ドイル傑作集　2 (海洋奇談編)　46

刷改版
コナン・ドイル　[著] 新潮社 1958 F文庫-ドイル

シャーロック・ホームズの冒険 小林章夫　著 光文社 2006.1 F文庫-ドイル

シャーロック・ホームズの回想 旭堂南湖　著 光文社 2006.4 F文庫-ドイル

シャーロック・ホームズ傑作選 ドイル　[著] 集英社 1992.11 F文庫-ドイル

シャーロック・ホームズの生還
アーサー・コナン・ドイル

著
光文社 2006.1 F文庫-ドイル

シャーロック・ホームズ最後の挨拶 松岡正剛　著 光文社 2007.4 F文庫-ドイル

バスカヴィル家の犬
アーサー・コナン・ドイル

著
光文社 2007.7 F文庫-ドイル

恐怖の谷
アーサー・コナン・ドイル

著
光文社 2008.1 F文庫-ドイル

トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン　[著] 新潮社 2012.7 F文庫-トウエ

ハックルベリー・フィンの冒険　上 マーク・トウェイン　作 岩波書店 1977.8 F文庫-トウェ-1

ハックルベリー・フィンの冒険　下 マーク・トウェイン　作 岩波書店 1977.12 F文庫-トウエ-2

未成年　上巻 ドストエフスキー　著 新潮社 1969 F文庫-ドスト

未成年　下巻 ドストエフスキー　著 新潮社 1969 F文庫-ドスト

カラマーゾフの兄弟　1 ドストエフスキー　著 光文社 2006.9 F文庫-ドスト-1

罪と罰　上巻　59刷改版 ドストエフスキー　[著] 新潮社 2010.6 F文庫-ドスト-1

カラマーゾフの兄弟　2 ドストエフスキー　著 光文社 2006.11 F文庫-ドスト-2

罪と罰　下巻　42刷改版 ドストエフスキー　[著] 新潮社 2010.6 F文庫-ドスト-2

カラマーゾフの兄弟　3 ドストエフスキー　著 光文社 2007.2 F文庫-ドスト-3

カラマーゾフの兄弟　4 ドストエフスキー　著 光文社 2007.7 F文庫-ドスト-4

カラマーゾフの兄弟　5(エピローグ

別巻)
ドストエフスキー　著 光文社 2007.7 F文庫-ドスト-5

アンナ・カレーニナ　下巻　改版 トルストイ　[著] 新潮社 1998 F文庫-トルス-2

アンナ・カレーニナ　中巻　改版 トルストイ　[著] 新潮社 1998 F文庫-トルス-2

アンナ・カレーニナ　上巻　改版 トルストイ　[著] 新潮社 1998 F文庫-トルス-2

この人を見よ ニーチェ　著 新潮社 1952 F文庫-ニチェ

バイロン詩集　改版 バイロン　[著] 新潮社 2008.5 F文庫-バイロ

夏への扉
ロバート・A.ハインライン

著
早川書房 1979.5 F文庫-ハイン

イリュージョン リチャード・バック　[著] 集英社 1981.3 F文庫-バック

かもめのジョナサン リチャード・バック　[著] 新潮社 1974 F文庫-バック

大地　第1巻 パール・バック　著 新潮社 1953 F文庫-バック-1

大地　第2巻 パール・バック　著 新潮社 1954 F文庫-バック-2

大地　第3巻 パール・バック　著 新潮社 1954 F文庫-バック-3

大地　第4巻 パール・バック　著 新潮社 1954 F文庫-バック-4

テス　上巻 ハーディ　著 岩波書店 1960 F文庫-ハディ-1

テス　下巻 ハーディ　著 岩波書店 1960 F文庫-ハディ-2

緑の館 ハドソン　作 岩波書店 1972 F文庫-ハドソ

アラビアンナイト　改版 大場正史　訳 KADOKAWA 2013.1 F文庫-バトン

小公女 バーネット　[著] KADOKAWA 2021.6 F文庫-バネツ

小公子 バーネット　[著] KADOKAWA 2021.1 F文庫-バネツ
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秘密の花園
フランシス・ホジソン・バー

ネット　[著]
新潮社 2016.6 F文庫-バネツ

明治日本の面影 小泉八雲　著 講談社 1990.1 F文庫-ハン

神々の国の首都 小泉八雲　著 講談社 1990.11 F文庫-ハン

小泉八雲集 小泉八雲　[著] 新潮社 1975.3 F文庫-ハン

怪談・奇談 ラフカディオ・ハーン　著 角川書店 1956 F文庫-ハン

怪談 ラフカディオ・ハーン　[著] 集英社 1992.5 F文庫-ハン

クレオール物語 小泉八雲　著 講談社 1991.5 F文庫-ハン

怪談 ラフカディオ・ハーン　著 光文社 2018.7 F文庫-ハン-8

いのちの半ばに ビアス　作 岩波書店 1955 F文庫-ビアス

生きていたパスカル ピランデッロ　[著] 福武書店 1987.11 F文庫-ピラン

偉大なギャツビー フィッツジェラルド　著 集英社 1994.1 F文庫-フィッ

若者はみな悲しい フィッツジェラルド　著 光文社 2008.12 F文庫-フイツ

大尉の娘 プーシキン　著 光文社 2019.4 F文庫-プシキ

神々は渇く アナトール・フランス　作 岩波書店 1977.5 F文庫-フラン

ボヴァリー夫人 フローベール　[著] 新潮社 2015.6 F文庫-フロベ

嵐が丘 エミリー・ブロンテ　[著] 新潮社 2003.7 F文庫-ブロン

ジェイン・エア　上 C.ブロンテ　著 光文社 2006.11 F文庫-ブロン-1

ジェイン・エア　下 C.ブロンテ　著 光文社 2006.11 F文庫-ブロン-2

シッダールタ ヘッセ　[著] 新潮社 1971.2 F文庫-ヘッセ

車輪の下 ヘッセ　[著] 集英社 1992.1 F文庫-ヘッセ

色彩の魔術 ヘルマン・ヘッセ　[著] 岩波書店 1992.2 F文庫-ヘッセ-91

トリスタン・イズー物語　改版 ベディエ　編 岩波書店 1985.4 F文庫-ベディ

老人と海 ヘミングウェイ　[著] 新潮社 2020.7 F文庫-ヘミン

誰がために鐘は鳴る　上 ヘミングウェイ　[著] 新潮社 2018.3 F文庫-ヘミン-1

武器よさらば　上 ヘミングウェイ　著 光文社 2007.8 F文庫-ヘミン-1

われらの時代・男だけの世界 ヘミングウェイ　[著] 新潮社 1995.1 F文庫-ヘミン-1

武器よさらば　下 ヘミングウェイ　著 光文社 2007.8 F文庫-ヘミン-2

誰がために鐘は鳴る　下 ヘミングウェイ　[著] 新潮社 2018.3 F文庫-ヘミン-2

勝者に報酬はない・キリマンジャロ

の雪
ヘミングウェイ　[著] 新潮社 1996.7 F文庫-ヘミン-2

蝶々と戦車・何を見ても何かを思い

だす
ヘミングウェイ　[著] 新潮社 1997.3 F文庫-ヘミン-3

眠れる森の美女 シャルル・ペロー　[著] 新潮社 2016.2 F文庫-ペロ

O・ヘンリ短編集　3　42刷改版 O.ヘンリ　[著] 新潮社 1988 F文庫-ヘンリ-3

E・A・ポー = Edgar Allan Poe 中里友香　訳 集英社 2016.6 F文庫-ポー

砂男 ; 無気味なもの E.T.A.ホフマン　[著] 河出書房新社 1995.3 F文庫-ホフマ

トオマス・マン短篇集 実吉捷郎　訳 岩波書店 1979.3 F文庫-マン

魔の山　上巻　40刷改版 トーマス・マン　[著] 新潮社 2005.6 F文庫-マン-1

魔の山　下巻　33刷改版 トーマス・マン　[著] 新潮社 2005.6 F文庫-マン-2

ウィニー・ザ・プー A・A・ミルン　[著] 新潮社 2016.7 F文庫-ミルン

エトルリヤの壷　改版 メリメ　作 岩波書店 1971 F文庫-メリメ

コロンバ　改訂版 メリメ　著 岩波書店 1965 F文庫-メリメ

白鯨　上巻　66刷改版 メルヴィル　[著] 新潮社 2006.3 F文庫-メルヴ-1

白鯨　下巻　54刷改版 メルヴィル　[著] 新潮社 2006.3 F文庫-メルヴ-2
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タイトル (巻・版) 著者 出版者 出版年 請求記号

ユートピア トマス・モア　著 岩波書店 1957 F文庫-モア

死のごとく強し　23刷改版 モーパッサン　著 新潮社 1970 F文庫-モパッ

女ごころ　45刷改版 サマセット・モーム　著 新潮社 1989.3 F文庫-モム

月と六ペンス　54刷改版 サマセット・モーム　著 新潮社 1988 F文庫-モム-5

人間ぎらい モリエール　著 新潮社 1952 F文庫-モリエ

エミリーの求めるもの モンゴメリ　[著] 新潮社 1969 F文庫-モンゴ

エミリーはのぼる モンゴメリ　著 新潮社 1967 F文庫-モンゴ

可愛いエミリー モンゴメリ　著 新潮社 1964 F文庫-モンゴ

赤毛のアン L.M.モンゴメリ　著 新潮社 1987 F文庫-モンゴ-1

アンの青春 モンゴメリ　著 新潮社 1989 F文庫-モンゴ-2

アンの愛情 モンゴメリ　著 新潮社 1987 F文庫-モンゴ-3

アンの友達 モンゴメリ　[著] 新潮社 2008.2 F文庫-モンゴ-4

アンの幸福 モンゴメリ　[著] 新潮社 2008.2 F文庫-モンゴ-5

アンの夢の家 モンゴメリ　著 新潮社 2008.3 F文庫-モンゴ-6

炉辺荘のアン　62刷改版 モンゴメリ　著 新潮社 1989 F文庫-モンゴ-7

アンをめぐる人々　56刷改版 モンゴメリ　著 新潮社 1989 F文庫-モンゴ-8

虹の谷のアン モンゴメリ　[著] 新潮社 2008.4 F文庫-モンゴ-9

アンの娘リラ モンゴメリ　[著] 新潮社 2008.4 F文庫-モンゴ-10

レ・ミゼラブル　第1 ユーゴー　著 新潮社 1967 F文庫-ユゴ-1

レ・ミゼラブル　第2 ユーゴー　著 新潮社 1967 F文庫-ユゴ-2

レ・ミゼラブル　第3 ユーゴー　著 新潮社 1967 F文庫-ユゴ-3

レ・ミゼラブル　第4 ユーゴー　著 新潮社 1967 F文庫-ユゴ-4

レ・ミゼラブル　第5 ユーゴー　著 新潮社 1967 F文庫-ユゴ-5

海からの贈物
アン・モロウ・リンドバーグ

[著]
新潮社 1967 F文庫-リンド

ルパン傑作集　第4 (強盗紳士) モーリス・ルブラン　著 新潮社 1960 F文庫-ルブラ-4

ルパン傑作集　第6 (水晶栓) モーリス・ルブラン　著 新潮社 1960 F文庫-ルブラ-6

オペラ座の怪人 ガストン・ルルー　著 東京創元社 1987.1 F文庫-ルル

生きている過去 レニエ　作 岩波書店 1989.11 F文庫-レニエ

幸福な王子 オスカー・ワイルド　作 岩波書店 2020.5 F文庫-ワイル
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