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展 示 資 料 
展示ケース 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 
鳥獸人物戲畫 甲巻  [丸善] 2004 393117A 721.2||C53 
セロひきのゴーシュ 宮沢賢治文/司修

画 
富山房 1986 445132F 913.8||M4 

セロ弾きのゴーシュ : 原色

複製 : 草稿全 32 葉 草稿

(校本宮沢賢治全集:資料第

4) 

宮澤賢治著 筑摩書房 1983 048719I 918.6||M3||S4 

宮澤賢治手帳 : 復元版 [本
体](校本宮沢賢治全集:資料 
第 5) 

宮澤賢治著 筑摩書房 1983 048720B 918.6||M3||S5 

鳥獸人物戲畫 甲巻  [丸善] 2004 393117A 721.2||C53 
セロひきのゴーシュ 宮沢賢治文/司修

画 
富山房 1986 445132F 913.8||M4 

セロ弾きのゴーシュ : 原色

複製 : 草稿全 32 葉 草稿

(校本宮沢賢治全集:資料第

4) 

宮澤賢治著 筑摩書房 1983 048719I 918.6||M3||S4 

      
猿の生態 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 
サルはなぜ群れるのか : 霊
長類社会のダイナミクス(中
公新書:959) 

杉山幸丸著 中央公論社 1990 134999G 080||C64||959 

十二支のはなし 大場磐雄著 ニュー・サイ

エンス社 
1980 165086G 148.6||O11 

猿(ものと人間の文化史:34) 廣瀬鎭著 法政大学出

版局 
1979 120176A 387||H72 

干支(えと)の動物誌 阿部禎著 技報堂出版 1994 241016I 480.4||A12 
サルはどこまで人間か : 新
しい人間学の試み 

江原昭善編 小学館 1989 200487J 489.9||E34 

チンパンジー・マインド : 
心と認識の世界 

松沢哲郎著 岩波書店 1991 228742B 489.9||Ma93 

サルの百科(動物百科) 杉山幸丸編 データハウ

ス 
1996 431787E 489.9||Su49 

サル学の現在 立花隆著 平凡社 1991 238031F 489.9||Ta13 
あなたのなかのサル : 霊長

類学者が明かす「人間らし

さ」の起源 

フランス・ド

ゥ・ヴァール著/
藤井留美訳 

早川書房 2005 411457E 489.97||W11 



サルはなぜ群れるのか : 霊
長類社会のダイナミクス(中
公新書:959) 

杉山幸丸著 中央公論社 1990 134999G 080||C64||959 

十二支のはなし 大場磐雄著 ニュー・サイ

エンス社 
1980 165086G 148.6||O11 

猿(ものと人間の文化史:34) 廣瀬鎭著 法政大学出

版局 
1979 120176A 387||H72 

干支(えと)の動物誌 阿部禎著 技報堂出版 1994 241016I 480.4||A12 
サルはどこまで人間か : 新
しい人間学の試み 

江原昭善編 小学館 1989 200487J 489.9||E34 

チンパンジー・マインド : 
心と認識の世界 

松沢哲郎著 岩波書店 1991 228742B 489.9||Ma93 

サルの百科(動物百科) 杉山幸丸編 データハウ

ス 
1996 431787E 489.9||Su49 

 
 

猿が登場する物語 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

こぶとり爺さん/かちかち山

(ワイド版岩波文庫:208 日
本の昔ばなし 1) 

関敬吾編 岩波書店 2002 359685B 080||I95||E-208 

さるかにかっせん(日本の昔

話:4) 
おざわとしお再

話/赤羽末吉画 
福音館書店 1995 271694B 388.108||N71||4 

鳥獣人物戯画(日本絵巻大

成:6) 
小松茂美,上野憲

示執筆 
中央公論社 1984 312301E 721.2||N71||1-6 

ももたろう(日本傑作絵本シ

リーズ) 
まついただしぶ

ん/あかばすえき

ちえ 

福音館書店 1965 470224H 726.6||A28 

さるのゼフィール : なつや

すみのぼうけん(児童図書

館・絵本の部屋. グランドア

ルバムぞうのババール:6) 

ジャン・ド・ブ

リュノフさく/や
がわすみこやく 

評論社 1988 270769B 726.6||B78 

オサルノエウチエン [複刻

版](複刻絵本絵ばなし集. 
新日本幼年文庫) 

松葉重庸著/清水

崑絵 
ほるぷ出版 1978 104615C 726.6||E35||28 

ジャングル [複刻版](複刻

絵本絵ばなし集:[21]) 
佐藤義美文/北川

民次画 
ほるぷ出版 1978 104624B 726.6||E35||39 

さるの三ちゃん [複刻

版](複刻絵本絵ばなし集) 
佐藤義美著/脇田

和え 
ほるぷ出版 1978 104628E 726.6||E35||44 

ソンゴクウ : オトギカハリ

エ [複刻版](複刻絵本絵ば

なし集) 

千葉省三童謡/川
上四郎画 

ほるぷ出版 1978 104638B 726.6||E35||53 



さるとわに : ジャータカ物

語より 
ポール・ガルド

ンさく/きたむら

よりはるやく 

ほるぷ出版 1976 271630F 726.6||G17 

おさるがふねをかきました

(しのえほん:1) 
まど・みちお詩/
東貞美絵 

国土社 1982 270801J 726.6||Ma25 

さるのひとりごと(ぼくとわ

たしのみんわ絵本) 
松谷みよ子文/司
修絵 

童心社 2000 427216B 726.6||Ma88 

ことばをおぼえたチンパン

ジー(たくさんのふしぎ傑作

集) 

松沢哲郎文/薮内

正幸絵 
福音館書店 1989 228743J 726.6||Ma94 

さるかにかっせん(子どもと

よむ日本の昔ばなし:11) 
おざわとしお, 
むとうきよこぶ

ん/くすはらじゅ

んこえ 

くもん出版 2005 444279C 726.6||O97 

ひとまねこざる(大型絵本) H.A.レイ文・絵/
光吉夏弥訳 

岩波書店 1983 105442C 726.6||R29 

十二支のはじまり(行事むか

しむかし) 
谷真介文/赤坂三

好絵 
佼成出版社 1990 427223E 726.6||Ta87 

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 

石の猿(復刻赤い鳥の本:第 6
冊) 

小山内薫著/清水

良雄画 
[ほるぷ出版] 1969 052633J 909.3||A2||6 

サル王子の冒険(岩波少年文

庫復刻版 30 冊) 
デ・ラ・メア作/
飯沢匡訳 

岩波書店 1992 052886C 909.8||I1||13 

西遊記 新版 上(岩波少年文

庫:547-549) 
呉承恩作/伊藤貴

麿編訳 
岩波書店 2001 352692F 909.8||I1||547 

西遊記 新版 中(岩波少年文

庫:547-549) 
呉承恩作/伊藤貴

麿編訳 
岩波書店 2001 352693D 909.8||I1||548 

西遊記 新版 下(岩波少年文

庫:547-549) 
呉承恩作/伊藤貴

麿編訳 
岩波書店 2001 352694B 909.8||I1||549 

絵本西遊記 上册(葵文庫) 大原東野,葛飾北

斎画 
葵文會/吉川

弘文館 
1910 474047F 923.5||G1||1 

絵本西遊記 中册(葵文庫) 大原東野,葛飾北

斎画 
葵文會/吉川

弘文館 
1910 038080G 923.5||G1||2 

絵本西遊記 下册(葵文庫) 大原東野,葛飾北

斎画 
葵文會/吉川

弘文館 
1910 038081E 923.5||G1||3 

SOS の猿 伊坂幸太郎著 中央公論新

社 
2009 448584A B||8188 

 
雑誌 
藝術新潮 61 巻 3 号  新潮社 1950 446331F  
視聴覚資料 



キング・コング(水野晴郎の

DVD で観る世界名作映画) 
メリアン・C・ク

ーパー監督/他作

品 

KEEP  410280B A||2||30 

絵巻の黄金時代 : 鳥獣人物

戯画/平家残照 : 厳島神社

(NHK DVD. 日本の國寶至

寶 : 時代を物語る未来への

遺産:第 9 集) 

 NHK ソフト

ウェア (発
行) 

2005 419449H DVD709.1||N71||9 

猿の惑星 フランクリン・

J・シャフナー監

督/ピエール・ブ

ール原作 

20 世紀フォ

ックスホー

ムエンター

テイメント

ジャパン (発
売) 

2000 394536H DVD778||Sc1 

      
申年生まれの著名人 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 
ゴーギャン : 私の中の野性

(「知の再発見」双書:13) 
フランソワー

ズ・カシャン著/
田辺希久子訳 

創元社 1992 364491A 080||C47||13 

義理と人情 : 僕はなぜ働く

のか(幻冬舎新書:033) 
みのもんた著 幻冬舎 2007 439091B 080||G34||33 

かもめ(岩波文庫:赤
(32)-622-1) 

チェーホフ作/浦
雅春訳 

岩波書店 2010 445020F 080||I95||H-622-1 

宮本武蔵 : 「兵法の道」を

生きる(岩波新書:新赤版 
1167) 

魚住孝至著 岩波書店 2008 437759B 080||I95||O-1167 

チェーホフ(岩波新書:新赤

版 926) 
浦雅春著 岩波書店 2004 397547J 080||I95||O-926 

クリスマス・キャロル(光文

社古典新訳文庫) 
ディケンズ著/池
央耿訳 

光文社 2006 423817G 080||Ko14||A テ 1-1 

英国紅茶の話(東書選書:77) 出口保夫著 東京書籍 1982 303626A 080||To72||77 
ロールシャッハ・テスト講

義 1 
中村紀子著 金剛出版 2010 465764B 140.7||N37 

豊臣秀吉をめぐる群像 : 出
世欲と気くばりで勝利する

(戦国百人一話:2) 

尾崎秀樹著者代

表 
青人社 1991 465631I 210.049||Se64||2 

坂本龍馬 : 海洋の志士(日
本史リブレット人:067) 

井上勲著 山川出版社 2009 444613F 210.08||N71||67 

宮本武蔵(人物叢書:[279]) 大倉隆二著 吉川弘文館 2015 472466G 281.08||J52||279 
石田三成(現代視点:戦国・幕

末の群像) 
旺文社編 旺文社 1983 011962I 281.08||O14||6 



直江兼続 矢田俊文編 高志書院 2009 442581C 289.1||N49||Ya 
竹久夢二(別冊太陽. 日本の

こころ:20) 
 平凡社 1977 430354H 289.1||Ta61 

紅茶の文化史(春山行夫の博

物誌:7) 
春山行夫著 平凡社 1991 158578J 383.8||H34 

井深大がめざしたソニーの

社会貢献 
宮本喜一著 ワック 2009 454464B 540.67||Mi77 

ゴーギャン(世界の名画:10) 平山郁夫, 大岡

信, 高階秀爾著 
中央公論社 1972 104279D 723.08||Se22||10 

磯野家の謎・おかわり 東京サザエさん

学会編 
飛鳥新社 1993 331454F 726.1||To46 

サザエさんの「昭和」 鶴見俊輔, 齋藤

愼爾編 
柏書房 2006 425103C 726.101||Ts85 

乙女のふろく : 明治・大

正・昭和の少女雑誌 
村崎修三編著 青幻舎 2015 474449H 726.5||Mu56 

宮本武蔵を読む新訳『五輪

書』 
志村有弘訳・解

説 
大法輪閣 2003 450498E 789.3||Mi77||Sh 

樋口一葉(新潮日本文学アル

バム:3) 
前田愛編集・評

伝 
新潮社 1985 056744C 910.28||S26||3 

島崎藤村(新潮日本文学アル

バム:4) 
 新潮社 1984 056743E 910.28||S26||4 

宮沢賢治の世界展 : 生誕百

年記念 
朝日新聞社文化

企画局東京企画

部編 

朝日新聞社

文化企画局

東京企画部 

1995 249276I 911.528||M1||As 

若菜集 複刻(新選名著複刻

全集近代文学館) 
島崎藤村著 日本近代文

学館 
1970 329202J 911.56||S1 

たけくらべ(河出文庫. 現代

語訳・樋口一葉) 
樋口一葉原作/松
浦理英子 [ほか] 
訳 

河出書房新

社 
2004 414136J 913.6||H13 

たけくらべ 眞筆版 [樋口一葉著] 日本学習図

書 
2004 395633E 913.6||H13 

暁の聖歌(吉屋信子少女小説

選:1) 
吉屋信子著 ゆまに書房 2002 467749I 913.6||Y37 

チャールズ・ディケンズ伝 クレア・トマリ

ン著/高儀進訳 
白水社 2014 469010J 930.26||D9||To 

少々おむづかりのご様子(角
川文庫) 

竹中直人〔著〕 角川書店 1996 267081A B||2094 

下妻物語 : ヤンキーちゃん

とロリータちゃん(小学館文

庫) 
 
 

嶽本野ばら著 小学館 2004 412925D B||6714 



ゲゲゲの女房 : 人生

は・・・・・・終わりよけ

れば、すべてよし!! 

武良布枝著 実業之日本

社 
2008 448814I B||8222 

太陽の季節 改版(新潮文庫:
草-119-A) 

石原慎太郎著 新潮社 1970 199398E B||902 

破戒 97刷改版(新潮文庫:し
-2-6) 

島崎藤村著 新潮社 1987 334685E B||シ 1||7 

新史太閤記 下巻(新潮文庫:
草-152,J-K) 

司馬遼太郎著 新潮社 1973 334744D B||シ 7||10 

新史太閤記 上巻(新潮文庫:
草-152,J-K) 

司馬遼太郎著 新潮社 1973 334743F B||シ 7||9 

視聴覚資料 
image : emotion & 
relaxing 

 Sony 
Records 

2000 344991C CD764||I42||1 

Suika 1-2 サザンオールス

ターズ 
ビクター音

楽産業(発売) 
 223347J CD767.8||So85||1-1-2 

Suika 2-1 サザンオールス

ターズ 
ビクター音

楽産業(発売) 
 223363B CD767.8||So85||1-2-1 

Suika 2-2 サザンオールス

ターズ 
ビクター音

楽産業(発売) 
 223364J CD767.8||So85||1-2-2 

kamakura 1 サザンオールス

ターズ 
ビクター音

楽産業(発売) 
 204091D CD767.8||So85||2-1 

kamakura 2 サザンオールス

ターズ 
ビクター音

楽産業(発売) 
 204092B CD767.8||So85||2-2 

ジョゼと虎と魚たち 犬童一心監督/渡
辺あや脚本/田辺

聖子原作 

アスミック 
(発売) 

2003 422965H DVD778||I58 

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 : 
小学館 (発
売)/アミュー

ズソフトエ

ンタテイン

メント (販
売) 

2009 442598H DVD778||Ta73 

  
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！ 

 


