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展 示 資 料 
 

ヘビに関する資料 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

アサヒグラフ. 別冊 19 巻 

5 号 通号 103 

朝日新聞社 朝日新聞社 1975 262865B 051.3||A1||2 

★日本人の死生観 : 蛇信

仰の視座から(講談社現代

新書:675) 

吉野裕子著 講談社 1982 308287D 080||Ko19||A-675 

★山の神 : 易・五行と日

本の原始蛇信仰(講談社学

術文庫:1887) 

吉野裕子著 講談社 2008 435547E 080||Ko19||C-1887 

鷲と蛇 : シンボルとしての

動物(叢書・ウニベルシタ

ス:531) 

マンフレート・ルルカ

ー著/林捷訳 

法政大学出版

局 

1996 250334E 080||U75||531 

蛇 : 日本の蛇信仰(ものと

人間の文化史:32) 

吉野裕子著 法政大学出版

局 

1979 158123G 163.1||Y92 

★蛇と十字架 : 東西の風

土と宗教 

安田喜憲著 人文書院 1994 296447D 165||Y62 

蛇の宇宙誌 : 蛇をめぐる

民俗自然誌 

小島瓔禮編著 東京美術 1991 157107J 380.4||Ko39 

異人・生贄(怪異の民俗

学:7) 

柳田國男ほか著/小

松和彦編 

河出書房新社 2001 416405J 388.1||Ka21||7 

★先生、シマリスがヘビの

頭をかじっています! 

小林朋道著 築地書館 2008 438151D 481.78||Ko12 

日本古典博物事典 動物

篇 

小林祥次郎著 勉誠出版 2009 443168F 482.1033||Ko12 

奈良の寺院と天平彫刻 改

訂第 3 版(原色日本の美術:

第 3 巻) 

浅野清, 毛利久著 小学館 1994 265903E 708||G34||3 

縄文土器(平凡社ギャラリ

ー:12) 

針生一郎著/田枝幹

宏写真 

平凡社 1974 081093C 708||H51||12 

風俗画と浮世絵師 改訂第

2 版(原色日本の美術:第 17

巻) 

山根有三[ほか]著 小学館 1990 265917E 708||G34||17 

近代の日本画 改訂第 3 版

(原色日本の美術:第 30 巻) 

河北倫明著 小学館 1994 265930B 708||G34||30 

Raffaello Raffaello[画]/James 

H. Beck 解説/若桑

みどり訳 

美術出版社 1976 081784I 708||Se22||40 



竹内栖鳳(日本の名画:4) 内山武夫編集 中央公論社 1977 083322D 721.08||N71||4 

桑実寺縁起/道成寺縁起

(続日本絵巻大成:13) 

小松茂美 [ほか] 執

筆 

中央公論社 1982 082388B 721.2||N71||2-13 

 

ヘビが登場するお話 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

瓜(うり)と龍蛇(りゅうじ

ゃ)(いまは昔むかしは今:第

1 巻) 

 福音館書店 1989 158004D 388.108||I46||1 

★やまたのおろち(日本の

神話:第 3 巻) 

 あかね書房 1995 438574I 726.6||A28||3 

★星の王子さま サンテグジュペリ作・

絵/池澤夏樹訳 

岩崎書店 2009 450290G 726.6||Sa22 

へびのクリクター トミー・ウンゲラー作/

中野完二訳 

文化出版局 1991 271670E 726.6||U75 

★へびくんはらぺこ ブライアン・ワイルド

スミスさく・え/すぎや

まじゅんこやく 

らくだ出版 1976 424365A 726.6||W73 

ね, うし, とら・・・・・・十二支

のはなし : 中国民話より 

ドロシー・バン・ウォア

コムぶん/エロール・

ル・カインえ/へんみ

まさなおやく 

ほるぷ出版 1978 448663D 726.608||Ka21||54 

奇想天外(新・ちくま文学の

森:2) 

鶴見俊輔ほか編 筑摩書房 1994 235052B 908||C2||2 

動物たちの物語(ちくま文学

の森:12) 

安野光雅 ほか編 筑摩書房 1989 024687F 908||C2||12 

旅ゆけば物語(ちくま文学

の森:13) 

安野光雅ほか 編 筑摩書房 1989 024686H 908||C2||13 

異(百年文庫:17)  ポプラ社 2010 450733J 908||H5||17 

★完訳グリム童話集 1(講

談社文芸文庫:[ク A1], [ク

A2], [ク A3]) 

グリム兄弟 [著]/池

田香代子訳 

講談社 2008 436093B 908||K2||ク A-1 

★完訳グリム童話集 2(講

談社文芸文庫:[ク A1], [ク

A2], [ク A3]) 

グリム兄弟 [著]/池

田香代子訳 

講談社 2008 436672H 908||K2||ク A-2 

ガラガラヘビの味 : アメリ

カ子ども詩集(岩波少年文

庫:196) 

アーサー・ビナード, 

木坂涼編訳 

岩波書店 2010 449231F 909.8||I1||196 

パルタイ 倉橋由美子 [著] 文芸春秋 1960 057844E 913.6||K16 

道成寺(西口克己小説集:

第 10 巻) 

西口克己著 新日本出版社 1988 040907D 913.6||N25||10 



森鴎外集 : 鼠坂(ちくま文

庫:[ふ-36-2]. 文豪怪談傑

作選) 

森鴎外著 筑摩書房 2006 445755C 918.6||H24||2 

蛇と鳩/守礼の門(丹羽文

雄文学全集:第 24 巻) 

丹羽文雄著 講談社 1975 049569H 918.6||N16||24 

★みどりいろの童話集(ア

ンドルー・ラング世界童話

集:第 3 巻) 

アンドルー・ラング編

/[生方頼子ほか訳] 

東京創元社 2008 445663H 933.8||L4||3 

★きいろの童話集(アンドル

ー・ラング世界童話集:第 4

巻) 

アンドルー・ラング編

/[生方頼子ほか訳] 

東京創元社 2008 445664F 933.8||L4||4 

★くさいろの童話集(アンド

ルー・ラング世界童話集:第

11 巻) 

アンドルー・ラング編

/[生方頼子ほか訳] 

東京創元社 2009 445671I 933.8||L4||11 

名の明かされない女性へ

の手紙 : 恋をした星の王

子さま 

アントワーヌ・ド・サン

=テグジュペリ著/管

啓次郎訳 

くらしき絵本館/

書肆亥工房 (発

売) 

2012 462741F 955||S2 

蛇を踏む 川上弘美著 文藝春秋 1996 251365A B||5298 

星の王子さま(集英社文庫) サンテグジュペリ著 

池沢夏樹訳 

集英社 2005 407550B B||6431 

白いへび眠る島(角川文

庫:13809) 

三浦しをん [著] 角川書店 2005 416261H B||6830 

蛇神の塔 : 人柱伝説 限

定版(野田豆本:第 2 巻) 

宗谷真爾著 野田書房 1978 461605H MD||45 

     

巳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 資料 ID 請求記号 

ダーウィンの『種の起源』

(名著誕生:2) 

ジャネット・ブラウン著

/長谷川眞理子訳 

ポプラ社 2007 437828I 019.908||Me22||2 

★ピカソ : 天才とその世紀

(「知の再発見」双書:31) 

マリ=ロール・ベルナ

ダック, ポール・デュ・

ブーシェ著/高階絵里

加訳 

創元社 1993 364509G 080||C47||31 

リンカーン : アメリカ民主

政治の神話(中公新書:151) 

本間長世著 中央公論社 1968 135333B 080||C64||151 

★AKB48 白熱論争(幻冬舎

新書:272:[こ-10-3]) 

小林よしのり [ほか] 

著 

幻冬舎 2012 462123J 080||G34||272 

ゲーテとの対話 上(ワイド

版岩波文庫:191-193) 

エッカーマン著/山下

肇訳 

岩波書店 2001 350447G 080||I95||E-191 

ゲーテとの対話 中(ワイド

版岩波文庫:191-193) 

エッカーマン著/山下

肇訳 

岩波書店 2001 350448E 080||I95||E-192 



ゲーテとの対話 下(ワイド

版岩波文庫:191-193) 

エッカーマン著/山下

肇訳 

岩波書店 2001 350449C 080||I95||E-193 

黄金虫・アッシャー家の崩

壊 : 他九篇(岩波文庫:赤

(32)-306-3) 

ポオ作/八木敏雄訳 岩波書店 2006 413892J 080||I95||H-306-3 

自由への道 1(岩波文庫:

赤) 

サルトル作/海老坂

武, 澤田直訳 

岩波書店 2009 441487A 080||I95||H-N508-

1 

自由への道 2(岩波文庫:

赤) 

サルトル作/海老坂

武, 澤田直訳 

岩波書店 2009 442706I 080||I95||H-N508-

2 

自由への道 3(岩波文庫:

赤) 

サルトル作/海老坂

武, 澤田直訳 

岩波書店 2009 444587C 080||I95||H-N508-

3 

自由への道 4(岩波文庫:

赤) 

サルトル作/海老坂

武, 澤田直訳 

岩波書店 2009 447580B 080||I95||H-N508-

4 

自由への道 5(岩波文庫:

赤) 

サルトル作/海老坂

武, 澤田直訳 

岩波書店 2009 450331H 080||I95||H-N508-

5 

自由への道 6(岩波文庫:

赤) 

サルトル作/海老坂

武, 澤田直訳 

岩波書店 2009 453877D 080||I95||H-N508-

6 

獄中からの手紙(岩波文庫:

青(33)-261-1) 

ガンディー [著]/森本

達雄訳 

岩波書店 2010 449254E 080||I95||I-261-1 

あ・うん(岩波現代文庫:文

芸:144. 向田邦子シナリオ

集:1) 

向田邦子著 岩波書店 2009 440337B 080||I95||S-144 

カラマーゾフの兄弟 1(光

文社古典新訳文庫) 

ドストエフスキー著/

亀山郁夫訳 

光文社 2006 423800B 080||Ko14||A ト 1-1 

カラマーゾフの兄弟 2(光

文社古典新訳文庫) 

ドストエフスキー著/

亀山郁夫訳 

光文社 2006 423801A 080||Ko14||A ト 1-2 

カラマーゾフの兄弟 3(光

文社古典新訳文庫) 

ドストエフスキー著/

亀山郁夫訳 

光文社 2006 423802I 080||Ko14||A ト 1-3 

カラマーゾフの兄弟 4(光

文社古典新訳文庫) 

ドストエフスキー著/

亀山郁夫訳 

光文社 2006 426051B 080||Ko14||A ト 1-4 

カラマーゾフの兄弟 5(光

文社古典新訳文庫) 

ドストエフスキー著/

亀山郁夫訳 

光文社 2006 426052A 080||Ko14||A ト 1-5 

黒猫/モルグ街の殺人 : 

他 6 編(光文社古典新訳文

庫) 

ポー著/小川高義訳 光文社 2006 423821E 080||Ko14||Aホ1-1 

種の起源 上(光文社古典

新訳文庫:[KD タ 1-1], [KD

タ 1-2]) 

ダーウィン著/渡辺政

隆訳 

光文社 2009 442589I 080||Ko14||D タ 1-1 

種の起源 下(光文社古典

新訳文庫:[KD タ 1-1], [KD

タ 1-2]) 

ダーウィン著/渡辺政

隆訳 

光文社 2009 444412E 080||Ko14||D タ 1-2 

サルトル(文庫クセジュ:900) アニー・コーエン=ソラ 白水社 2006 414629I 080||Ku85||900 



ル著/石崎晴己訳 

ガーンディー自叙伝 : 真

理へと近づくさまざまな実

験 1(東洋文庫:671, 672) 

M・K・ガーンディー著

/田中敏雄訳注 

平凡社 2000 276533B 080||To82||671 

ガーンディー自叙伝 : 真

理へと近づくさまざまな実

験 2(東洋文庫:671, 672) 

M・K・ガーンディー著

/田中敏雄訳注 

平凡社 2000 276534J 080||To82||672 

木戸孝允 : 「勤王の志士」

の本音と建前(日本史リブ

レット人:070) 

一坂太郎著 山川出版社 2010 449432G 210.08||N71||70 

毛沢東(ペンギン評伝双書) ジョナサン・スペンス 

[著]/小泉朝子訳 

岩波書店 2002 366265J 280.8||P37 

マーティン・ルーサー・キン

グ(ペンギン評伝双書) 

マーシャル・フレイデ

ィ [著]/福田敬子訳 

岩波書店 2004 392896J 280.8||P37 

アンネ・フランクの生涯 キャロル・アン・リー

著/深町眞理子訳 

DHC 2002 366333H 289.3||F44||Le 

リンカーン伝 ロード・チャーンウッド

[著]/斎藤数衛著 

創元社 1959 077375B 289.3||L63||Ch 

★ゴーマニズム宣言差別

論スペシャル 

小林よしのり著 解放出版社 1995 279358A 361.45||T99 

||Ko12 

建築を語る 安藤忠雄著 東京大学出版

会 

1999 407559F 520.4||A47 

伝説のトランク 100 : ルイ・

ヴィトン 

ピエール・レオンフォ

ルト, エリック・ピュジ

ャレ‐プラー[著] /小

島文雄[ほか]訳 

河出書房新社 2010 451266J 584.7||V97 

Vivienne Westwood Claire Wilcox V&APublication

s 

2004 395524J 589.21||W73 

アンリ・マティス : ジャズ

(岩波アート・ライブラリー) 

[アンリ・マティス作]/

カトリン・ヴィーテゲ解

説/長門佐季訳 

岩波書店 2009 438190E 723.08||I95||1 

ピカソ(西洋絵画の巨匠:7) ピカソ [画]/関直子

著 

小学館 2006 416210C 723.08||Se19||7 

★キング牧師の力づよいこ

とば : マーティン・ルーサ

ー・キングの生涯 

ドリーン・ラパポート

文/ブライアン・コリア

ー絵/もりうちすみこ

訳 

国土社 2002 427627C 726.6||R17 

★シューベルト音楽散歩 : 

さすらい人の足跡をもとめ

て(Music gallery:42) 

稲生永写真・文 音楽之友社 1998 261399J 760.8||Mu85||42 

中森明菜 : 心の履歴書 : 

不器用だから、いつもひと

ポポロ編集部著 麻布台出版社 1994 308794I 762.1||N36 



りぼっち 

尾崎豊 : 永遠の愛と孤独 M-CRUISE 企画・編

集 

学習研究社 1995 309312D 762.1||O96 

★ブラームスの「実像」 : 

回想録、交遊録、探訪記に

みる作曲家の素顔 

日本ブラームス協会

編 

音楽之友社 1997 275140C 762.34||N71 

The Audrey Hepburn 

treasures : 世界中が恋を

した永遠の妖精!あなたの

まだ知らないオードリー伝

説 

エレン・アーウィン, ジ

ェシカ・Z.・ダイヤモン

ド著/ショーン・ヘップ

バーン・ファーラーま

えがき 

講談社 2006 418006C 778.253||E69 

風の帰る場所 : ナウシカ

から千尋までの軌跡 

宮崎駿著 ロッキング・オン 2002 402405C 778.77||Mi88 

★ファウスト 上(講談社文

芸文庫) 

ゲーテ [著]/柴田翔

訳 

講談社 2003 389782G 908||K2||ケ A-2 

★ファウスト 下(講談社文

芸文庫) 

ゲーテ [著]/柴田翔

訳 

講談社 2003 389783E 908||K2||ケ A-3 

モモ(岩波少年文庫:127) ミヒャエル・エンデ作/

大島かおり訳 

岩波書店 2005 403616G 909.8||I1||127 

★陰日向に咲く 劇団ひとり著 幻冬舎 2006 423323J 913.6||G7 

★ボブ・ディラン全詩 302篇 

[本編] 

片桐ユズル, 中山容

訳 

晶文社 1993 359406I 931.97||D2||1 

赤毛のアン(新潮文庫:657, 

モ-4-41. 赤毛のアン・シリ

ーズ:1) 

モンゴメリ [著]/村岡

花子訳 

新潮社 2008 438661C 933.7||M8||1 

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 410806A 933.8||R3||1 

はてしない物語 上(エンデ

全集:4-5) 

エンデ[著]/上田真而

子, 佐藤真理子訳 

岩波書店 1997 256727A 948||E3||4 

はてしない物語 下(エンデ

全集:4-5) 

エンデ[著]/上田真而

子, 佐藤真理子訳 

岩波書店 1997 258009I 948||E3||5 

アンネの日記 : 完全版 アンネ・フランク著/深

町真理子訳 

文藝春秋 1994 231368F 949.35||F1 

ドストエフスキーの言葉 フョードル・ミハイロヴ

ィッチ・ドストエフスキ

ー著/小沼文彦編訳

/[亀山郁夫序文] 

ユナイテッド・ブ

ックス/阪急コミ

ュニケーション

ズ (発売) 

 

2010 450522B 987||D1 

★天下御免の向こう見ず

(幻冬舎文庫) 

太田光[著] 幻冬舎 2004 411156H B||6730 

オードリー・ヘップバーンの

おしゃれレッスン(集英社文

大橋歩著 集英社 2005 418270H B||6950 



庫) 

マークスの山 上(講談社文

庫) 

高村薫〔著〕 講談社 2003 421286A B||7087 

マークスの山 下(講談社文

庫) 

高村薫〔著〕 講談社 2003 421287I B||7088 

マオ : 誰も知らなかった毛

沢東 上 

ユン・チアン, ジョン・

ハリデイ著/土屋京子

訳 

講談社 2005 431989D B||7301||1 

マオ : 誰も知らなかった毛

沢東 下 

ユン・チアン, ジョン・

ハリデイ著/土屋京子

訳 

講談社 2005 431990H B||7301||2 

雑誌 

関西ウォーカー 20 巻 1 号  角川書店 2013   

ＣＤ 

Piano quintet in A major,

 Op.114 "The trout"/Qua

rtettsatz in C minor, Op.p

osth(西洋音楽史大系 : he

ritage of music:23) 

Schubert Decca Record/

学習研究社/Po

lyGram 

1998 268923F CD760||H53||23 

Der Freischutz : Overture

/Preciosa : Overture/The

 ruler of the spirits : ove

rture/A midsummer night'

s dream(西洋音楽史大系

 : heritage of music:26) 

Weber/Weber/Weber

/Mendelssohn 

Decca Record/

学習研究社/Po

lyGram 

1998 268926A CD760||H53||26 

Symphony no. 1 in C min

or, op. 68/Alto rhapsody

(西洋音楽史大系 : heritag

e of music:43) 

Brahms Decca Record/

学習研究社/Po

lyGram 

1998 268943A CD760||H53||43 

ありがとう 井上陽水奥田民生 Sony records 1997 254689C CD767.8||I57 

坂本 九  東芝 EMI  203979G CD767.8||Sa32 

WOOL WOOL SIDE SMAP ビクターエンタテ

インメント 

1997 254988D CD767.8||Sm1||1 

WOOL LOO SIDE SMAP ビクターエンタテ

インメント 

1997 254989B CD767.8||Sm1||2 

ビデオ・ＤＶＤ 

マーク・ジェイコブス & ル

イ・ヴィトン : モード界の革

命児 

Loïc Prigent コロンビアミュー

ジックエンタテイ

ンメント 

2008 444320J DVD589.2||J12 

Vivienne Westwood 1970s

-1990 

ヴィヴィアン・ウエスト

ウッド[ほか] 出演 

ビクターエンタテ

インメント 

2007 429456E DVD593||W62 

ハリー・ポッターとアズカバ アルフォンソ・キュア ワーナー・ホー 2004 414370B DVD778||H33||3 



ンの囚人 ロン監督/J.K. ローリ

ング原作/  

ム・ビデオ (発

売) 

★耳をすませば(ジブリが

いっぱい COLLECTION. St

udio Ghibli DVD Video) 

宮崎駿プロデュース・

脚本・絵コンテ/近藤

喜文監督/スタジオ 

ジブリ制作 

スタジオ ジブリ

 (制作)/ブエナ

 ビスタ ホーム

 エンターテイメ

ント  

1995 342010I DVD778||Mi33 

おくりびと [業務用](小学

館 DVD:911671) 

滝田洋二郎監督/小

山薫堂脚本/本木雅

弘主演 

セディックインタ

ーナショナル :  

2009 442598H DVD778||Ta73 

★宮崎駿の仕事(NHK DV

D. プロフェッショナル : 仕

事の流儀) 

NHK 制作・著作 NHK エンタープ

ライズ 

2009 443642D DVD778.77||Mi88 

ローマの休日 ウィリアム・ワイラー

制作・監督/オードリ

ー・ヘプバーン,出演 

CIC・ビクター 1988 204101E V778||R66 

電子資料 ＣＤ－ＲＯＭ 

安藤忠雄(360゜映像で見る

現代建築) 

日経アーキテクチュ

ア編 

日経 BP 社/日

経 BP 出版セン

ター  

1997 263584E W520.87||A47 

★印は関屋図書館所蔵資料 

 
展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


