
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 場 所 

2014 年 7 月 28 日～10 月 10 日 関屋図書館 1・2 階閲覧室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



展 示 資 料 

◎芥川賞 

 
年 書 名 著者名 出版社 請求記号 

★ 1992 運転士 藤原智美 講談社 B||4876 

★  犬婿入り 多和田葉子 講談社 B||4907 

★ 1993 寂寥郊野 吉目木晴彦 講談社 B||5065 

★  石の来歴 奥泉光著 文藝春秋 B||5103 

★ 1994 おどるでく 室井光広 講談社 B||5165 

★  タイムスリップ・コンビナート 笙野頼子 文藝春秋 B||5171 

★ 1995 この人の閾(いき) 保坂和志 新潮社 B||5187 

★  豚の報い 又吉栄喜 文藝春秋 B||5205 

 1996 家族シネマ 柳美里 講談社 913.6||Y28 

★  蛇を踏む 川上弘美 文藝春秋 B||5298 

★  海峡の光 辻仁成 新潮社 B||5303 

 

◎直木賞 

 
年 書 名 著者名 出版社 請求記号 

★ 1992 受け月 伊集院静 文藝春秋 B||4874 

★  佃島ふたり書房 出久根達郎 講談社 B||4886 

★ 1993 恋忘れ草 北原亞以子 文藝春秋 B||5048 

★  マークスの山 高村薫 早川書房 B||5049 

★  恵比寿屋喜兵衛手控え 佐藤雅美 講談社 B||5091 

★  新宿鮫：無間人形 大沢在昌 読売新聞社 B||5095 

★ 1994 帰郷 海老沢泰久 文藝春秋 B||5164 

★  二つの山河 中村彰彦 文藝春秋 B||5170 

★ 1995 白球残映 赤瀬川隼 文藝春秋 B||5186 

★  恋 小池真理子 早川書房 B||5202 

★  テロリストのパラソル 藤原伊織 講談社 B||5203 

 1996 凍える牙 乃南アサ 新潮社 913.6||N27 

★  山妣(やまはは) 坂東真砂子 新潮社 B||5301 

 
 

◎ベストセラー 

 
年 書 名 著者名 出版社 請求記号 

 1992 複合不況 宮崎義一 中央公論社 080||C64||1078 

  こころの処方箋 河合隼雄 新潮社 140.4||Ka93 

  明け方の夢 下 シドニィ・シェルダン アカデミー出版 933.97||S18 



★  国境の南、太陽の西 村上春樹 講談社 B||4886 

 
1993 女ざかり 丸谷才一 文藝春秋 361.45||T99||Ma59 

 
 ワイルド・スワン 上 ユン・チアン 講談社 926||C||1 

 
 ワイルド・スワン 下 ユン・チアン 講談社 926||C||2 

 
 私は別人 上 シドニィ・シェルダン アカデミー出版 933.97||S18 

 
 私は別人 下 シドニィ・シェルダン アカデミー出版 933.97||S18 

 
 

磯野家の謎：「サザエさん」に

隠された 69 の驚き 
東京サザエさん学会編 飛鳥新社 726.1||To46 

  
生きるヒント：自分の人生を愛

するための 12 章 
五木寛之 角川書店 B||イ 11||63 

 1994 大往生 永六輔 岩波書店 080||I95||O-329 

  
マーフィーの法則：現代アメリ

カの知性 
アーサー・ブロック アスキー 159||B58||1 

  
異常殺人者たちの素顔に迫る

衝撃の手記 

ロバート・K・レスラー ,ト

ム・シャットマン 
早川書房 368.6||R28 

 
 マディソン郡の橋 

ロバート・ジェームズ・ウ

ォラー 
文藝春秋 933||W 

  天使の自立 下 シドニィ・シェルダン アカデミー出版 933.97||S18 

★  
日本一短い「母」への手紙：

一筆啓上 
福井県丸岡町[編] 角川書店 B||2081 

★  
日本をダメにした九人の政治

家 
浜田幸一 講談社 B||5134 

 1995 
「超」整理法・時間編：タイム・

マネジメントの新技法 
野口悠紀雄 中央公論社 080||C64||1222 

  遺書 松本人志 朝日新聞社 779.14||Ma81 

  パラサイト・イヴ 瀬名秀明 角川書店 913.6||S48 

  そういうふうにできている さくらももこ 新潮社 914.6||S38 

  フォレスト・ガンプ ウィンストン・グルーム 講談社 933||G 

 1996 
ソフィーの世界：哲学者からの

不思議な手紙 
ヨースタイン・ゴルデル NHK 出版 130||G11 

  EQ こころの知能指数 ダニエル・ゴールマン 講談社 141.6||G61 

  「超」勉強法 [本編] 野口悠紀雄著 講談社 370||N93 

  患者よ、がんと闘うな 近藤誠 文藝春秋 491.65||Ko73 

  
脳から出るホルモンが生き方

を変える(脳内革命 1) 
春山茂雄 サンマーク出版 498.3||H34||1 

  
この実践法が脳と体を生き生

きさせる(脳内革命「2」) 
春山茂雄 サンマーク出版 498.3||H34||2 

  あのころ さくらももこ 集英社 914.6||S38 

★  生還 (石原慎太郎の文学:7) 石原慎太郎 文藝春秋 918.6||I25||7 

  神々の指紋 下 グラハム・ハンコック 翔泳社 936||H3||2 

 



◎できごと 

 
年 書 名 著者名 出版社 請求記号 

 1992 宇宙からの贈りもの 毛利衛 岩波書店 080||I95||O-739 

  1000 の発明・発見図鑑 ロジャー・ブリッジマン 丸善 502||B73 

  宇宙飛行士になるには 宇宙開発事業団 ぺりかん社 538.9||U25 

  新幹線のぞみ白書 大朏博善 新潮社 686.5||089 

★  アルベールビル'92 
IMS/Studio 6, ベースボ

ール・マガジン社編 

ベースボール・

マガジン社 
780.69||A41 

★  
Barcelona'92 : 第 25回夏季オリン

ピック競技大会バルセロナ 1992 
IMS Studio 

ベースボール・

マガジン社 
780.69||B21 

  近代オリンピック 100 年の歩み 東京 
ベースボール・

マガジン社 
780.69||N71 

★  

日本人宇宙飛行士誕生 [映像資

料] : 毛利衛のスペースシャトル

飛行 

キャピタル ABC インター

ナショナル 
 

 

V440||N55||29 

 

 
1993 

江沢民の中国：内側から見た「ポ

スト鄧小平」時代 
朱建栄 中央公論社 080||C64||1185 

★  世界文化遺産法隆寺 高田良信 吉川弘文文庫 081||R25||6 

 
 

6 月のプリンセス：雅子さんと皇室

記者の 2000 日 
読売新聞社社会部編 読売新聞社 361.45||T99||Y81 

  
NHK20 世紀日本大災害の記

録 

NHK 情報ネットワーク、

NHK ソフトウェア編 

日本放送出版協

会 
451.981||N71 

 
 

歴代アメリカ大統領の軌跡：ホ

ワイトハウスの住人 
猿谷要 

クリーク・アンド・

リバー社 
DVD312.53||R25||10 

 
 世界遺産 NHK ソフトウェア 毎日新聞社 V709||Se22||1 

 
1994 松本サリン事件報道の罪と罰 河野義行,浅野健一 第三文明社 070.14||A87 

 
 

関西国際空港：生者のための

ピラミッド 
佐藤章 中央公論社 080||C64||1202 

  あいまいな日本の私 大江健三郎 岩波書店 080||I95||O-375 

 
 

「疑惑」は晴れようとも：松本サ

リン事件の犯人とされた私 
河野義行 文藝春秋 361.45||T99||Ko95 

 
 関西国際新空港 塩川正十郎 旭屋出版 687.2||Sh73 

★  

リレハンメル'94：第 17 回冬季

オリンピック・リレハンメル大会

1994 IOC(国際オリンピック委

員会)オフィシャル・スーベニー

ルブック 

IMS Studio 6,ベースボ

ール・マガジン社編集 

ベースボール・

マガジン社 
780.69||L62 

★ 1995 もんじゅ事故の行きつく先は? 高木仁三郎 岩波書店 080||I95||R-401 

  「オウム真理教事件」完全解読 竹岡俊樹 勉誠出版 169.1||Ta64 

  「オウム真理教」追跡 2200 日 江川紹子 文藝春秋 361.45||T99||E29 

  オウム事件取材全行動 毎日新聞社会部著 毎日新聞社 361.45||T99||Ma31 



  
阪神・淡路大震災誌：1995 年

兵庫県南部地震  
朝日新聞社編 朝日新聞社 369.31||A82 

  「阪神大震災」全記録 神戸新聞社編 
神戸新聞総合出

版センター 
369.31||Ko13 

★  アンダーグラウンド 村上春樹 講談社 915.9||M5 

  
A : マスコミが報道しなかった

オウムの素顔 
森達也 角川書店 B||6038 

  
さよなら、サイレント・ネイビー： 

地下鉄に乗った同級生 
伊東乾 集英社 B||8440 

 1996 
感染症の時代  : エイズ、

O157、結核から麻薬まで 
井上栄 講談社 080||Ko19||A-1523 

★  

病原性大腸菌 O157 : いま何

がわかっているのか (岩波ブ

ックレット:No.413) 

竹田美文 岩波書店 080||I95||R-413 

★  
裁かれる薬害エイズ (岩波ブ

ックレット:No.417) 
広河隆一 岩波書店 080||I95||R-417 

★  
クローン羊の衝撃 (岩波ブック

レット:No.441) 
米本昌平 岩波書店 080||I95||R-441 

  厚生省の「犯罪」薬害 
毎日新聞社社会部薬害

エイズ取材班著 
日本評論社 499.1||Ma31 

 

◎映画 

 
年 書 名 著者名 出版社 請求記号 

 1992 ＪＦＫ オリバー・ストーン監督 
ワーナー・ホー

ム・ビデオ 
LD778||St7 

  おろしや国酔夢譚 佐藤純彌監督 大映 V778||R17 

 
1993 アラジン The Walt Disney パイオニア LDC LD778||D78 

 
 ジュラシック･パーク 

スティーブン・スピルバー

グ監督 
パイオニア LDC LD778||Sp5 

 
1994 さらば、わが愛：覇王別姫 チェン・カイコー監督 アスミック DVD778||C38 

 
 ピアノ・レッスン ジャン・チャップマン監督 日本ビクター LD778||C33 

  フォレスト・ガンプ ロバート・ゼメキス監督 
CIC・ビクタービ

デオ 
V778||S39 

 1995 耳をすませば 近藤喜文監督 

ブエナ ビスタ 

ホーム エンター

テイメント 

DVD778||Mi33 

 1996 ミッション・インポッシブル 
ブライアン・デ・パルマ監

督 
パイオニア LDC LD778||D62 

  インデペンデンス・デイ 
ローランド・エメリッヒ監

督 
パイオニア LDC LD778||E53 

 



 

★印は小阪図書館所蔵の資料です。 

 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


