
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

期 間 場 所 
2015 年 1 月 7 日～2 月 7 日 関屋図書館 1・2 階閲覧室 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

展 示 資 料 
 

    映画 
 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 素晴らしき哉、人生!  フランク・キャプラ監督 
カルチュア・パブリッ

シャーズ (発売) 
1998 DVD778||541||5 

 リトル・ダンサー 

スティーヴン・ダルドリ

ー監督/リー・ホール脚

本/グレッグ・ブレンマ

ン, ジョン・フィン製作 

日本ヘラルド映画 

(発売) 
2000 DVD778||D32 

 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 

 

 
ハリー・ポッターと秘密の部屋 

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||2 

 
ロード・オブ・ザ・リング コレクターズ・

エディション 

ピーター・ジャクソン製

作・監督・脚本 

日本ヘラルド映画 

(発売) 
2002 DVD778||L88||1 

 耳をすませば 

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 

ブエナ ビスタ ホー

ム エンターテイメン

ト (発売) 

1995 DVD778||Mi33 

 

ティファニーで朝食を 

マーチン・ジュロウ , リ

チャード・シェパード製

作/ブレイク・エドワー

ズ監督 

パイオニア LDC 

(発売) 
 LD778||E25 

 
The Shawshank redemption 

（ショーシャンクの空に） 

フランク・ダラボン監

督・脚本/スティーブン・

キング原作/ニキ・マー

ヴィン製作 

パイオニア LDC 199- LD778||F44 

 ある愛の詩 

アーサー・ヒラー 監督/

ハワード・G・ミンスキー 

製作/エリック・シーガ

ル 原作・脚本 

パイオニア（販売） 198- LD778||H58 

 スカーレット・レター 

ドッディ・フェイド,トーヴ

ァ・レイター製作総指揮

/ローランド・ジョフィ製

作・監督/ダクラス・デ

イ・スチュワート脚本/

ナサニエル・ホーソン

原作 

東和ビデオ(発売) 1995 LD778||J59 

 スヌーピーとチャーリー 

ビル・メレンデス監督/

チャールズ・M・シュル

ツ原作・脚本 

レーザーディスク 1988 LD778||Me33 

 メジャーリーグ 

シドニー・ポラック, マー

ク・ローゼンバーグ製

作総指揮/クリス・チェ

サー, アービー・スミス

製作/デビット・ワード

監督・脚本 

日本ヘラルド映画 

(発売) 
1989 LD778||P77 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

フィールド・オブ・ドリームス 

ブライアン・フランキッ

シュ製作総指揮/フィ

ル・アルデン・ロビンソ

ン監督・脚本/W.P.キン

セラ原作 

東和ビデオ(発売) 1990 LD778||R54 

 フェノミナン 

ジョン・タートルトーブ

監督/バーバラ・ボイル

ほか制作/ジェラルド・

ディペゴ脚本 

パイオニア LDC 

(発売) 
1997 LD778||Tu8 

 レナードの朝 
ペニー・マーシャル監

督 

コロンビア・ピクチャ

ーズ (発売) 
1991 V778||A97 

★ 薔薇の名前 
ジャン=ジャック・アノー

監督 

ヘラルド・ネルソン

(発売) 
1988 V778||E19 

 

    絵本 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 風が吹くとき 
レイモンド・ブリッグズさ

く/さくまゆみこやく 
あすなろ書房 1988 726.6||B73 

 アンディとらいおん 

ジェームズ・ドーハーテ

ィぶん・え/むらおかは

なこやく 

福音館書店 1961 726.6||D45 

 
しずかに!ここはどうぶつのとしょかん

です 

ドン・フリーマン作/な

かがわちひろ訳 
BL 出版 2008 726.6||F46 

 

 としょかんライオン 

ミシェル・ヌードセンさく

/ケビン・ホークスえ/福

本友美子やく 

岩崎書店 2007 726.6||Kn7 

 エリザベスは本の虫 

サラ・スチュワート文/

デイビッド・スモール絵

/福本友美子訳  

アスラン書房 2003 726.6||St5 

 
バスラの図書館員 : イラクで本当にあ

った話 

ジャネット・ウィンター絵

と文/長田弘訳 
晶文社 2006 726.6||W77 

 はちうえはぼくにまかせて 

ジーン・ジオンさく/マー

ガレット・ブロイ・グレア

ムえ/もりひさしやく 

ペンギン社 1981 726.6||Z4 

 

    図書館が登場する本 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

★ 夜明けの図書館  埜納タオ 双葉社 2011 015.2||N95||1 

★ 夜明けの図書館  2 埜納タオ 双葉社 2011 015.2||N95||2 

 
ボルヘス/ナボコフ 「伝奇集所収 『バ

ベルの図書館』」 

J. L. ボルヘス, ウラジ

ーミル・ナボコフ著/篠
田一士, 富士川義之訳 

筑摩書房 1984 908||C||81 

★ 火星年代記/華氏 451 度 
ブラッドベリ著/小笠原

豊樹, 宇野利泰訳 
早川書房 1970 908.3||S3||13 

 中島敦 : 1909-1942 「文字禍」 中島敦 筑摩書房 1992 910.8||C1||36 

 雨ふる本屋  
日向理恵子作/吉田尚

令絵  
童心社 2008 913.6||H38 

 世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一 小学館 2001 913.6||K50 

★ おさがしの本は 門井慶喜 光文社 2009 913.6||K67 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 七夜物語 上 川上弘美 朝日新聞出版 2012 913.6||K72||1 

 七夜物語 下 川上弘美 朝日新聞出版 2012 913.6||K72||2 

 海辺のカフカ 上 村上春樹 新潮社 2002 913.6||M26||1 

 海辺のカフカ 下 村上春樹 新潮社 2002 913.6||M26||2 

 事件 ソロモンの偽証 第 1 部 宮部みゆき 新潮社 2012 913.6||M28||1 

 決意 ソロモンの偽証 第 2 部 宮部みゆき 新潮社 2012 913.6||M28||2 

 法廷 ソロモンの偽証 第 3 部 宮部みゆき 新潮社 2012 913.6||M28||3 

 ミーナの行進 小川洋子 中央公論 2006 913.6||O25 

 漱石全集 第 5 巻 「三四郎」 夏目漱石 岩波書店 1994 918.6||N1||5 

 ダ・ヴィンチ・コード 上 
ダン・ブラウン著/越前

敏弥訳 
角川書店 2004 933.7||B14||1 

 ダ・ヴィンチ・コード 下 
ダン・ブラウン著/越前

敏弥訳 
角川書店 2004 933.7||B14||2 

 図書館警察 
スティーヴン・キング著

/白石朗訳 
文芸春秋 1996 933.97||K2 

 アルジャーノンに花束を 改訂版 
ダニエル・キイス著/小

尾芙佐訳 
早川書房 1989 933.97||K5 

★ 
図書館ねこデューイ : 町を幸せにした

トラねこの物語 

ヴィッキー・マイロン著/

羽田詩津子訳 
早川書房 2008 934.97||M5 

 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 

★ 薔薇の名前 上 
ウンベルト・エーコ著/

河島英昭訳  
東京創元社 1990 B||4628 

★ 薔薇の名前 下 
ウンベルト・エーコ著/

河島英昭訳  
東京創元社 1990 B||4629 

 図書室の海 恩田陸 新潮社 2005 B||6473 

 白夜行 東野圭吾 集英社 2002 B||6496 

★ 図書館の美女 
ジェフ・アボット著/佐藤

耕士訳 
早川書房 2005 B||6517 

★ 図書館の死体 
ジェフ・アボット著/佐藤

耕士訳 
早川書房 2005 B||6518 

 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 2003 B||6774||1 

 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 
J.K.ローリング著/松岡

佑子訳 
静山社 2006 B||6774||4 

 図書館戦争 
有川浩著/徒花スクモ

イラスト 

メディアワークス/角

川書店 (発売) 
2006 B||6889 

 図書館内乱 
有川浩著/徒花スクモ

イラスト 

メディアワークス/角

川書店 (発売) 
2006 B||6890 

 図書館危機 
有川浩著/徒花スクモ

イラスト 
メディアワークス 2007 B||7115 

 図書館革命 
有川浩著/徒花スクモ

イラスト 

メディアワークス/角

川グループパブリッ

シング (発売) 

2007 B||7283 

 別冊図書館戦争 1 
有川浩著/徒花スクモ

イラスト 

アスキー・メディアワ

ークス/角川グルー

プパブリッシング 

(発売) 

2008 B||7452 

 別冊図書館戦争 2 
有川浩著/徒花スクモ

イラスト 

アスキー・メディアワ

ークス/角川グルー

プパブリッシング 

(発売) 

2008 B||7452||2 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

★ 図書館の神様 瀬尾まいこ マガジンハウス 2003 B||7613 

★ 天使と悪魔 上 
ダン・ブラウン著/越前

敏弥訳 
角川書店 2006 B||7787||1 

★ 天使と悪魔 中 
ダン・ブラウン著/越前

敏弥訳 
角川書店 2006 B||7787||2 

★ 天使と悪魔 下 
ダン・ブラウン著/越前

敏弥訳 
角川書店 2006 B||7787||3 

 麦の海に沈む果実  恩田陸 講談社 2004 B||8065 

 GOSICK : ゴシック 桜庭一樹  

角川書店/角川グ

ループパブリッシン

グ (発売) 

2009 B||8105||1 

 ゴシック・その罪は名もなき 桜庭一樹  

角川書店/角川グ

ループパブリッシン

グ (発売) 

2009 B||8105||2 

 名探偵の呪縛 東野圭吾 講談社 1996 B||8290 

★ ツクツク図書館  紺野キリフキ メディアファクトリー 2010 B||8402 

★ 蔵書まるごと消失事件  
イアン・サンソム著/玉

木亨訳  
東京創元社 2010 B||8403 

 
時の娘 : ロマンティック時間SF傑作選 

「かえりみれば」 

ジャック・フィニイ, R・F・

ヤング他著/中村融編 
東京創元社 2009 B||9002 

 十六歳の肖像 栗本薫 早川書房 1986 B||ク 5||307 

 白い服の男 星新一 新潮社 1977 B||ホ 3||12 

 阿修羅のごとく 向田邦子 新潮社 1985 B||ム 3||3 

 
世界の終りとハードボイルド・ワンダー

ランド 上巻 
村上春樹 新潮社 1988 B||ム 5||4 

 世界の終りとハードボイルド・ワンダー

ランド 下巻 
村上春樹 新潮社 1988 B||ム 5||5 

 風の歌を聴け 村上春樹 講談社 1982 B||ム 5||6 

 

図書館に関する本 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

★ 世界の図書館 : 美しい知の遺産 

ジェームズ・W.P.キャン

ベル著/ウィル・プライス

写真/野中邦子, 高橋早

苗訳  

河出書房新社 2014 010.2||C14 

★ 世界の夢の図書館  エクスナレッジ 2014 010.2||Se22 

 映画の中の本屋と図書館 飯島朋子 
日本図書刊行会/

近代文芸社 (発売) 
2004 778.2||I27 

 

★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。 

 


