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展 示 資 料 
 

世界の龍 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

★ 
ベアトゥス黙示録註解 : ファクンドゥス写

本 

J.ゴンサレス・エチ

ェガライ [ほか] 解

説/大高保二郎, 安

發和彰翻訳 

岩波書店 1998 022.39||G63 

★ 長沙馬王堆一號漢墓 下集 

編:湖南省博物館, 

中国科学院考古研

究所/訳:関野雄 

[等] 

平凡社 1976 222.002||Ko71||2 

★ 大雅と応挙 
小林忠, 佐々木丞

平, 大河直躬編著 
講談社 1993 708||N71||19 

★ ラファエルロ 嘉門安雄解説 集英社 1976 708||Se22||7 

★ 
ボストン美術館 東洋(世界の美術

館:11,15) 

ペリー・T.ラスボー

ン, ジャン・フォンテ

ーン編著 
講談社 1968 708||Se22||15 

 華厳宗祖師絵伝(華厳縁起) 
小松茂美, 金沢弘, 

竹内順一執筆 
中央公論社 1978 721.2||N71||1-17 

 

龍が登場するお話 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 ドラゴン神話図鑑 

ジョナサン・エヴァ

ンズ著/浜名那奈

訳 

柊風舎 2009 388||E88 

 ほしになったりゅうのきば : 中国民話 
君島久子再話/赤

羽末吉画 
福音館書店 1976 726.6||A28 

 やまたのおろち  あかね書房 1995 726.6||A28||3 

 The paper dragon : cth 

by Marguerite W. 

Davol/illustrated 

by Robert Sabuda 

Athenuem Books 1997 726.6||D46 

 
Three tales of my father's dragon : lib. 

bdg. 

by Ruth Stiles 

Gannett/illustrated 

by Ruth Chrisman 

Gannett 

Random House 1998 726.6||G19 

 Dragon Franz 

idea and pictures 

by Ursula 

Konopka ; text by 

Josef Guggenmos ; 

adapted from the 

German by 

Elizabeth Shub 

Greenwillow Books 1976 726.6||Ko78 

★ 竜のきば 
ホーソン作/塩谷

太郎訳 
岩波書店 1992 909.8||I1||22 

 ジム・ボタンの機関車大旅行 
ミヒャエル・エンデ

作 : 上田真而子訳 
岩波書店 2011 909.8||I1||207 

 
白いりゅう黒いりゅう : 中国のたのしい

お話 :新装版 

賈芝, 孫剣冰編/君

島久子訳 
岩波書店 2003 909.8||I2 

 龍の契り : The secret agreement 服部真澄 祥伝社 1995 913.6||H22 



★ 
五竜世界 (ウーロンワールド) : 霧廟に

臥す竜 
壁井ユカコ ポプラ社 2010 913.6||K71||1 

★ 雲谷を駈ける竜 壁井ユカコ ポプラ社 2011 913.6||K71||2 

 龍の子太郎 
松谷みよ子著/田

代三善絵 
講談社 1979 913.8||M1 

 竜神になった三郎 
みほようこ文/長野

ひろかず絵 
鳥影社 2004 913.8||M5 

 芥川龍之介全集 第 2 巻 芥川龍之介 岩波書店 1995 918.6||A1||2 

 べにいろの童話集 

アンドルー・ラング

編/[生方頼子ほか

訳] 

東京創元社 2009 933.8||L4||8 

 ハリー・ポッターと賢者の石 
J. K. ローリング作/

松岡佑子訳 
静山社 1999 933.8||R3||1 

 はてしない物語 

ミヒャエル・エンデ

作/上田真而子, 佐

藤真理子訳 

岩波書店 1982 943.8||E1 

★ ダークホルムの闇の君 

ダイアナ・ウィン・ジ

ョーンズ著/浅羽莢

子訳 

東京創元社 2002 B||6539 

★ 
世界の「神獣・モンスター」がよくわかる

本 : ドラゴン、ペガサスから鳳凰 (ほうお

う)、ケルベロスまで 

造事務所編著 PHP 研究所 2007 B||7526 

 
ドラゴン : 神話の森の小さな歴史の物

語 

ジョイス・ハーグリ

ーヴス著/斎藤静

代訳 

創元社 2009 B||7919 

 龍を見た男 藤沢周平 新潮社 1987 B||フ 2||18 

 

辰年生まれの著名人に関する資料 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 ニュースの職人 : 「真実」をどう伝えるか 鳥越俊太郎 PHP 研究所 2001 070.16||To67 

 音を視る、時を聴く[哲学講義]  
大森荘蔵, 坂本龍

一 
筑摩書房 2007 080||C44||オ 7-2 

 善悪の彼岸/道徳の系譜 

フリードリッヒ・ニー

チェ著/信太正三

訳 

筑摩書房 1993 080||C44||ニ 01-11 

 ツァラトゥストラ 

フリードリッヒ・ニー

チェ著/吉沢伝三

郎訳 

筑摩書房 1993 080||C44||ニ 01-9 

 超訳ニーチェの言葉 

フリードリヒ・ヴィル

ヘルム・ニーチェ 

[著]/白取春彦編

訳 

ディスカヴァー・トゥ

エンティワン 
2010 134.94||N71 

 精神分析学入門 1 
フロイト [著]/懸田

克躬訳 
中央公論新社 2001 146.13||F46||Ka-1 

 五体不満足 乙武洋匡 講談社 1998 289.1||O86 

★ 
愛と光への旅 : ヘレン・ケラーとアン・サ

リヴァン 

ジョゼフ・P.ラッシュ

著/中村妙子訳 
新潮社 1982 289.3||Ke32||La 

★ ナイチンゲールの生涯 

エルスペス・ハクス

レー著/新治弟三 , 

嶋勝次共訳 

メヂカルフレンド社 1981 289.3||N71||Hu 

 村上龍失われた 10 年を問う 村上龍編著 日本放送出版協会 2000 304||Mu43 

 非戦 

坂本龍一, 

sustainability for 

peace 監修 

幻冬舎 2002 319.8||H76 



 あめりか記者修業 鳥越俊太郎 中央公論社 1989 361.45||T99||To67 

 「絵画」を超えた絵画 

木村重信, 太田泰

人責任編集/木村

重信 [ほか] 執筆 

講談社 1993 708||Me24||24 

 印象派時代 池上忠治責任編集 小学館 1993 708||Se22||22 

 富嶽三十六景 愛蔵普及版 
葛飾北斎画/小林

忠担当 
集英社 1976 721.8||U59||13 

 鉄腕アトム Original 手塚治虫 光文社 1997 726.1||Te95 

 シノラマニッポン 篠山紀信写真 世界文化社 1989 748||Sh68 

 中島みゆき全歌集 中島みゆき 朝日新聞社 1990 762.1||N34 

 聖家族 複刻 堀辰雄 
日本近代文学館/

図書月販 (発売) 
1971 910.86||M3||T27 

 東京タワー 江國香織 マガジンハウス 2001 913.6||E5 

 落下する夕方 江國香織 角川書店 1996 913.6||E5 

★ 乳 (ちち) と卵 (らん) 川上未映子 文藝春秋 2008 913.6||K62 

 Tugumi (つぐみ) 吉本ばなな 中央公論社 1989 B||4580 

 まぼろしハワイ よしもとばなな 幻冬舎 2007 913.6||Y29 

 
花狩/感傷旅行(センチメンタル・ジャー

ニイ)/私の大阪八景 
田辺聖子 文芸春秋 1981 918.6||T30||1 

 五体不満足 完全版 乙武洋匡 講談社 2001 B||7261||53 

 不思議の国のアリス 
ルイス・キャロル著

/福島正実訳 
角川書店 1975 B||C16||1 

 夢判断 上 
フロイト著/高橋義

孝訳 
新潮社 1969 B||F3||1 

 羅生門/鼻/芋粥/偸盗 芥川龍之介 岩波書店 1960 B||ア 3||1 

 夜あけのさよなら 田辺聖子 新潮社 1977 B||タ 8||3 

 風立ちぬ・美しい村 改版 堀辰雄 新潮社 1967 B||ホ 4||2 

 海の向こうで戦争が始まる 村上龍 講談社 1980 B||ム 4||2 

★ 
Imagine : music from the original motion 

picture 
John Lennon 

Capitol 

Records/Toshiba 

EMI (東芝 EMI) 

1988 CD767||L54 

 2001 : a space odyssey 

Directed and 

produced by 

STANLEY 

KUBRICK/Screenp

lay by STANLEY 

KUBRICK and 

ARTHUR 

C.CLARKE 

MGM/UA HOME 

VIDEO/ヘラルド・

ポニー（発売） 

1980 LD778||Ku14 

 

 

 

★印は小阪図書館所蔵の資料 

 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

蔵書検索システム OPAC を使って検索してください。 

 


