
 
 

 
 
 

 

  

 

 

  

  

 

期 間 場 所 
2013 年 7 月 2 日～8 月 9 日 関屋図書館 1・2 階閲覧室 



展 示 資 料 
ヘビに関する資料 

 書名 著者名 出版者 出版年 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 051.3||A1||2 

  日本人の死生観 : 蛇信仰の視座から 吉野裕子 講談社 1982 080||Ko19||A-675 

  山の神 : 易・五行と日本の原始蛇信仰 吉野裕子 講談社 2008 080||Ko19||C-1887 

★ 鷲と蛇 : シンボルとしての動物 
マンフレート・ルルカー

[著]/林捷訳 
法政大学出版局 1996 080||U75||531 

★ 
蛇 : 日本の蛇信仰(ものと人間の文化

史:32) 
吉野裕子 法政大学出版局 1979 163.1||Y92 

★ 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 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 388.1||Ka21||7 

★ 
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 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 小学館 1994 708||G34||30 

★ 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 708||H51||12 

★ Raffaello 

Raffaello[画]/ 

James H. Beck 解説/

若桑みどり訳 

美術出版社 1976 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 721.08||N71||4 

 

ヘビが登場するお話 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

  やまたのおろち(日本の神話:第 3 巻)  あかね書房 1995 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 726.6||Sa22 

  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 726.6||W73 

★ 異  ポプラ社 2010 908||H5||17 

  完訳グリム童話集 2 
グリム兄弟[著]/ 

池田香代子訳 
講談社 2008 908||K2||ク A-2 

★ ガラガラヘビの味 : アメリカ子ども詩集 
アーサー・ビナード, 

木坂涼編訳 
岩波書店 2010 909.8||I1||196 

★ パルタイ 倉橋由美子 文芸春秋 1960 913.6||K16 

★ 道成寺(西口克己小説集:第 10 巻) 西口克己 新日本出版社 1988 913.6||N25||10 

★ 森鴎外集 : 鼠坂 森鴎外 筑摩書房 2006 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 講談社 1975 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 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 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 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 955||S2 

★ 蛇を踏む 川上弘美 文藝春秋 1996 B||5298 

★ 星の王子さま 
サンテグジュペリ著 : 

池沢夏樹訳 
集英社 2005 B||6431 

★ 白いへび眠る島 三浦しをん 角川書店 2005 B||6830 

★ 
蛇神の塔 : 人柱伝説 限定版(野田豆本:

第 2 巻) 
宗谷真爾 野田書房 1978 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 請求記号 

  あ・うん 向田邦子 新潮社 1991 B||ム 3||14 

  カラマーゾフの兄弟 改版 第 1 巻 
ドストエーフスキイ作/

米川正夫訳 
岩波書店 1957 B||D5||12 

  ゲーテ詩集 改版 
ゲーテ[著]/ 

高橋健二訳 
新潮社 1989 B||G3||6 

  赤毛のアン 75 刷改版 
モンゴメリ [著]/ 

村岡花子訳 
新潮社 1987 B||M11||1 

  黒猫/モルグ街の殺人事件 : 他五編 ポオ作/中野好夫訳 岩波書店 1978 B||P4||2 

  天下御免の向こう見ず 太田光[著] 幻冬舎 2004 B||6730 

  ダーウィン自伝 
ノラ・バーロウ編/ 

八杉龍一, 江上生子訳 
筑摩書房 1972 080||C44||197 

  サルトル 
ドナルド・D・パルマー

著/澤田直訳 
筑摩書房 2003 080||C44||ヒ 04-2 

  
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 080||C47||31 

  
マティス : 色彩の交響楽(「知の再発見」

双書:47) 

グザヴィエ・ジラール

著/田辺希久子訳 
創元社 1995 080||C47||47 

  
木戸孝允 (中公新書:169. 維新前夜の

群像:4) 
大江志乃夫 中央公論社 1968 080||C64||169 

  松田聖子と中森明菜 中川右介 幻冬舎 2007 080||G34||64 

  AKB48 白熱論争 小林よしのり[ほか]著 幻冬舎 2012 080||G34||272 

  毛沢東 竹内実 岩波書店 1989 080||I95||O-86 

  ガンジー (Century books. 人と思想:28) 坂本徳松 清水書院 1969 108||H77||28 

  
ドストエフスキーの言葉 :新装版 (人生

の知恵:5) 

ドストエフスキー[著]/

小沼文彦訳編 
弥生書房 1997 159||J52||5 

  
アンネ・フランクはなぜ殺されたか : ユ

ダヤ人虐殺の記録 

バーバラ・ロガスキー

著/藤本和子訳 
岩波書店 1992 316.88||R62 

  レディ・ジョーカー 上 高村薫 毎日新聞社 1997 361.45||T99||Ta45 

★ 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]/[パトリック

-ルイ・ヴィトン序文]/

小島文雄[ほか]訳 

河出書房新社 2010 584.7||V97 

★ Vivienne Westwood Claire Wilcox V&A Publications 2004 589.21||W73 

  リンカーン [復刻版] 
[池田宣政文]/ 

[梁川剛一絵] 
[講談社] 1970 726.6||Ko95||28 

  
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 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 760.8||Mu85||42 

  Works : 尾崎豊写真集 
Yorihito Yamauchi〔撮

影〕 
CBS・ソニー出版 1989 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 762.34||N71 

  ファウスト 上 ゲーテ [著]/柴田翔訳 講談社 2003 908||K2||ケ A-2 

  陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 2006 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 931.97||D2||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 933.8||R3||1 

  

モモ : 時間どろぼうと、ぬすまれた時間

を人間にとりかえしてくれた女の子のふ

しぎな物語 

ミヒャエル・エンデ作/

大島かおり訳 
岩波書店 1976 943.8||E1 

 

夢であいましょう : アンコール! 

NHK-TV の人気バラエティー・ショー 

(Shufunotomo CD books:12) 

我妻広己 主婦の友社 1990 CD760||Sh99||12 

  

Claudio Abbado : Beethoven, 

Dvorak, Verdi, Tschaikowski, 

Rossini, Mendelssohn, 

Strauss : set (Kulturspiegel Edition. Die 

großen Dirigenten:1) 

  Sony BMG 2008 CD760.8||G88||1 

  

Günter Wand : Brahms, Schubert, 

Bruckner : set (Kulturspiegel Edition. Die 

großen Dirigenten:20) 

  Sony BMG 2008 CD760.8||G88||20 

  ハリー・ポッターと賢者の石 

クリス・コロンバス監督

/J・K・ローリング原作/

スティーブ・クローブス

脚本 

ワーナー・ホーム・ビ

デオ (発売) 
2002 DVD778||H33||1 

  麗しのサブリナ 

ビリー・ワイルダー監

督/ 

サミュエル・テイラー原

作 

パラマウントホーム

エンタテインメントジ

ャパン (発売) 

2003 DVD778||W73 

  
宮崎駿の仕事 (NHK DVD. 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 DVD778.77||Mi88 

★ 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 (発売) 
1997 W520.87||A47 

 
★印は小阪図書館所蔵資料 

 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

蔵書検索システム OPAC を使って検索してください。 

 


