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展 示 資 料 
      

鳥関連資料 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

鳥類 (ビジュアル博物館:第 1 巻) デビッド・バーニー著 同朋舎出版 1990 245641J 031||V82||1 
奇想の図譜 (ちくま学芸文庫:[ツ-7-2]) 辻惟雄著 筑摩書房 2005 401363I 080||C44|ツ 7-2 
若冲 (講談社学術文庫:[2323]) 辻惟雄 [著] 講談社 2015 474115D 080||Ko19||C-2323 
大江戸飼い鳥草紙 : 江戸のペットブーム (歴史文化ライブ

ラリー:208) 
細川博昭著 吉川弘文館 2006 411492C 081||R25||208 

鳥 (オルビス学習科学図鑑) 柿沢亮三 [ほか] 執筆 学習研究社 1983 095976G 460.33||O71||2 
若冲・応挙、みやこの奇想 (日本美術全集:14:江戸時代 3) 辻惟雄責任編集/[辻惟雄ほか執

筆] 
小学館 2013 474994E 708||N71||14 

にわやこうえんにくるとり (日本の野鳥:1) 薮内正幸ぶん・え 福音館書店 1973 106881E 726.6||Y12||1 



そうげんのとり(日本の野鳥:2) 薮内正幸ぶん・え 福音館書店 1974 106882C 726.6||Y12||2 
やまのとり 1 (日本の野鳥:3-4) 薮内正幸ぶん・え 福音館書店 1976 106883B 726.6||Y12||3 
やまのとり 2 (日本の野鳥:3-4) 薮内正幸ぶん・え 福音館書店 1976 106884J 726.6||Y12||4 
かわやぬまのとり (日本の野鳥:5) 薮内正幸ぶん・え 福音館書店 1979 106885H 726.6||Y12||5 
うみのとり (日本の野鳥:6) 薮内正幸ぶん・え 福音館書店 1980 106886F 726.6||Y12||6 
奈良山の辺の道 : Nara and yamanobe a souvenir 
postcard book (京都書院アーツコレクション:238) 

西岡比古司著 京都書院 1998 268305J B||2022||238 

奈良県の歴史散歩 上: 奈良北部 (歴史散歩:29) 奈良県高等学校教科等研究会歴

史部会編 
山川出版社 2007 428468C R||271||29-1 

奈良・京都文学散歩 二松學舍大学文学部国文学科編 新典社 2010 456493G R||282 
雑誌 
ユリイカ : 詩と詩論 41 巻 14 号  書肆ユリイカ 1956 443145G  
藝術新潮 51 巻 11 号  新潮社 1950 376270A 705||G1 
藝術新潮 67 巻 5 号  新潮社 1950 475835I  
視聴覚資料 
伊藤若冲 : 奇は美なり NHK DVD. 新日曜美術館/日本の

美術:7) 
NHK エデュケーショナル企

画・制作 
NHK エンタープラ

イズ (発行・販売) 
2006 432353A DVD721||Sh64||7 

 
 

鳥が登場する物語 
書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

つるにょうぼう (日本傑作絵本シリーズ) 矢川澄子再話/赤羽末吉画 福音館書店 1979 429271F 726.6||A28 
みにくいあひるの子 ハンス・クリスチャン・アンデ

ルセンさく/スベン・オットー・

S.え/きむらゆりこやく 

ほるぷ出版 1979 104453C 726.6||A46 

ひよことあひるのこ 改訳新版 ミラ・ギンズバーグぶん/ホセ・

アルエーゴ,エーリアン・アルエ

ーゴえ/さとうとしおやく 

アリス館 1983 270799D 726.6||A79 



アンガスとあひる (世界傑作絵本シリーズ. アメリカの絵

本) 
マージョリー・フラックさく・

え/瀬田貞二訳 
福音館書店 1974 409585F 726.6||F31 

ブレーメンの楽隊 : グリム童話 (児童図書館・絵本の部屋) グリム[著]/スベン・オットーえ/
矢川澄子やく 

評論社 1978 104666H 726.6||G86 

かもさんおとおり (世界傑作絵本シリーズ. アメリカの絵

本) 
ロバート・マックロスキーぶん

とえ/わたなべしげおやく 
福音館書店 1965 105006B 726.6||Ma13 

ひよことむぎばたけ フランチシェク=フルビーンさ

く/ズデネック=ミレルえ/ちのえ

いいちやく 

偕成社 1978 271594F 726.6||Mi26 

かたあしのひよこ (世界みんわ絵本:スペイン) 水谷章三文/いとうひろし絵 ほるぷ出版 1992 427640A 726.6||Mi97 
白鳥のコタン (むかしむかし絵本:25) あんどうみきおぶん/みずしすみ

こえ 
ポプラ社 1969 105045B 726.6||Mu25||25 

じてんしゃにのるアヒルくん (児童図書館・絵本の部屋) デイヴィッド・シャノンさく/小
川仁央やく 

評論社 2006 421042F 726.6||Sh12 

カナリヤのシスリーB (ターシャ・テューダークラシックコ

レクション) 
ターシャ・テューダー著/ないと

うりえこやく 
メディアファクトリ

ー 
2002 418968A 726.6||Tu3 

がちょうのアレキサンダー (ターシャ・テューダークラシッ

クコレクション) 
ターシャ・テューダー著/ないと

うりえこやく 
メディアファクトリ

ー 
2001 418963J 726.6||Tu3 

かわいいあひるのあかちゃん モニカ・ウェリントンえとぶん/
たがきょうこやく 

徳間書店 1994 424461D 726.6||W57 

ドリトル先生と緑のカナリア 新版 (岩波少年文庫:032) ヒュー・ロフティング作/井伏鱒

二訳 
岩波書店 2000 277946D 909.8||I1||32 

かもめのジョナサン (新潮文庫:赤-159-A,赤-159-1,ハー9-1) リチャード・バック著/五木寛之

訳/ラッセル・マンソン写真 
新潮社 1977 336523J B||7632 

青い鳥 (新潮文庫:赤-13) メーテルリンク [著]/堀口大学訳 新潮社 1960 336874C B||M7||1 
視聴覚資料 
白鳥の湖 : バレエ ガリーナ・ルラノワ, エヌ・テゥ

ジンスカヤ[ほか]出演 
ドリームライフコー

ポレーション 
 043025B V766||H19 



      
酉年生まれの著名人 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 
図説太宰治 (ちくま学芸文庫) 日本近代文学館編 筑摩書房 2000 387655B 080||C44||タ 15-1 
植物一日一題 (ちくま学芸文庫:[マ 29-1]) 牧野富太郎 [著] 筑摩書房 2008 432117B 080||C44||マ 29-1 
日本ミステリー小説史 : 黒岩涙香から松本清張へ (中公新

書:2285) 
堀啓子著 中央公論新社 2014 471337B 080||C64||2285 

知事の世界 (幻冬舎新書:084) 東国原英夫著 幻冬舎 2008 439048C 080||G34||84 
武士道 (ワイド版岩波文庫:35) 新渡戸稲造著/矢内原忠雄訳 岩波書店 1991 133517B 080||I95||E-35 
虚子五句集 上 (岩波文庫:緑(31)-028-5,6) 高浜虚子作 岩波書店 1996 251404E 080||I95||G-28-5 
大隈重信演説談話集 (岩波文庫:青 N(38)-118-1) 早稲田大学編 岩波書店 2016 475603H 080||I95||I-N118-1 
役者その世界 (岩波現代文庫:文芸:104) 永六輔著 岩波書店 2006 415020B 080||I95||S-104 
芸人その世界 (岩波現代文庫:文芸:90) 永六輔著 岩波書店 2005 402352I 080||I95||S-90 
タモリと戦後ニッポン (講談社現代新書:2328) 近藤正高著 講談社 2015 473812I 080||Ko19||A-2328 
怪談・奇談 (講談社学術文庫:[930]) 小泉八雲著/平川祐弘編 講談社 1990 356122E 080||Ko19||C-930 
映画少年・淀川長治 (岩波ジュニア新書:356) 荒井魏著 岩波書店 2000 367824F 081.9||I95||356 
福澤諭吉と大隈重信 : 洋学書生の幕末維新 (日本史リブレ

ット人:076) 
池田勇太著 山川出版社 2012 461191I 210.08||N71||76 

シモーヌ・ヴェイユ (ペンギン評伝双書) フランシーヌ・デュ・プレシッ

クス・グレイ [著]/上野直子訳 
岩波書店 2009 445116D 280.8||P37 

まんが平塚らいてう物語 : 元始、女性は太陽であった 竹中らんこ作 かもがわ出版 1996 342042G 289.1||H68|Ta 
シモーヌ・ヴェーユ回想録 : 20 世紀フランス、欧州と運命

をともにした女性政治家の半生 
シモーヌ・ヴェーユ著/石田久仁

子訳 
パド・ウィメンズ・

オフィス 
2011 455683G 289.3||V55||Is 

『青鞜』の冒険 : 女が集まって雑誌をつくるということ 森まゆみ著 平凡社 2013 468723A 367.2||Mo45 
美容芸術論 : 世界で初めて公開する美道の研究 山野愛子著 IN 通信社 1991 199016B 595.4||Y38 
土井勝 お正月料理 土井勝/藤枝陸郎 [編集]/藤尾勝

治朗 [イラスト] 
土井勝料理学校/食
研 (発売) 

1976 244357B 596.1||D83 

関西国際新空港 : 時代を拓く! 塩川正十郎編著 旭屋出版 1987 371629F 687.2||Sh73 



グスタフ・クリムト : 862-1918 : 女性の姿をした世界 Gottfried Fliedl/[Michiko 
Higuchi 訳] 

Taschen 2003 444573C 723.346||Kl6||Fl 

ドラえもん研究 : 子どもにとってマンガとは何か (現代社

会の心理:1) 
南博編 ブレーン出版 1981 282688H 726.1||Mi37 

ちいさいおうち (岩波の子どもの本:6) ばーじにあ・りー・ばーとんお

はなしとえ 
岩波書店 1954 409803A 726.6||B94 

いたずらきかんしゃちゅうちゅう (世界傑作絵本シリーズ. 
アメリカの絵本) 

バージニア・リー・バートンぶ

ん・え/むらおかはなこやく 
福音館書店 1961 104548C 726.6||B94 

り・り・り・り・り 五味太郎作 偕成社 1995 271531H 726.6||G62 
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1980 104694C 726.6||G62 
ふたりはいっしょ (ミセスこどもの本) アーノルド・ローベル作/三木卓

訳 
文化出版局 1972 104978A 726.6||L77 

吉永小百合の映画 片岡義男著 東京書籍 2004 395137F 778.21||Ka83 
日本を愛した外国人たち (Bilingual books:74) 内藤誠, 内藤研共著/カースティ

ン・マカイヴァー翻訳 
講談社インターナシ

ョナル 
2009 450256G 837.08||B43||74 

小泉八雲 (ラフカディオ ハーン) の『怪談』で英語を学ぶ : 
完全新訳 

小泉八雲 [著]/諸兄邦香編訳 国際語学社 2012 466553I 837.7||H51 

レ・ミゼラブル 新版 上 (岩波少年文庫:536-537) ユーゴー作/豊島与志雄訳 岩波書店 2001 287994I 909.8||I1||536 
レ・ミゼラブル 新版 下 (岩波少年文庫:536-537) ユーゴー作/豊島与志雄訳 岩波書店 2001 287995G 909.8||I1||537 
最後のひと葉 (岩波少年文庫:539) オー・ヘンリー作/金原瑞人訳/[小

西英子さし絵] 
岩波書店 2001 347821B 909.8||I1||539 

一握の砂/悲しき玩具 (岩波少年文庫:540) 石川啄木 岩波書店 2001 347520E 909.8||I1||540 
児玉清の「あの作家に会いたい」 : 人と作品をめぐる 25 の

対話 
児玉清著/大崎善生 [ほか述] PHP 研究所 2009 456642E 910.264||K1 

まど・みちお : 懐かしく不思議な世界 (和泉選書:175) 谷悦子著 和泉書院 2013 470469A 911.52||M5||Ta 
光太郎と智恵子 (とんぼの本) 北川太一[ほか]著 新潮社 1995 433405B 911.56||T2|| Ki 
金のかんむり (花岡大学仏典童話集) 花岡大学文/くすはら順子絵/木

暮正夫選/菅沼晃解説 
佼成出版社 2006 444469I 913.8||H3 



生命(いのち)の感受性 (シリーズ生きる) 落合恵子著 岩波書店 1995 400701I 914.6||O26 
男性論 (角川文庫:11103) 柴門ふみ〔著〕 角川書店 1999 331959I 914.6||S32 
生きて行く私 上 宇野千代著 毎日新聞社 1983 042127I 914.6||U6||1 
生きて行く私 下 宇野千代著 毎日新聞社 1983 042126A 914.6||U6||2 
鈍感力 渡辺淳一著 集英社 2007 423116D 914.6||W5 
窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子著 講談社 1981 041790E 915.9||K3 
おしゃべり倶楽部 (文春文庫) 黒柳徹子著 文芸春秋 1980 199576G B||1105 
なんて素敵にジャパネスク [1] (集英社文庫. コバルトシリ

ーズ) 
氷室冴子著 集英社 1984 199820A B||1440 

私のお化粧人生史 (中公文庫) 宇野千代著 中央公論社 1984 199872C B||1500 
黒岩涙香・小酒井不木・甲賀三郎集 (創元推理文庫. 日本探

偵小説全集:1) 
 東京創元社 1984 199953C B||1587||1 

私の映画教室 (新潮文庫) 淀川長治著 新潮社 1985 199979G B||1613 
リング (角川ホラー文庫) 鈴木光司〔著〕 角川書店 1993 267046B B||2061 
らせん (角川ホラー文庫) 鈴木光司〔著〕 角川書店 1997 267047A B||2062 
戦国自衛隊 (ハヤカワ文庫:JA57) 半村良著 早川書房 1975 000924F B||2121||448 
舞姫/ヰタ セクスアリス (ちくま文庫:も 8-3. 森鴎外全集:1)  筑摩書房 1995 416707E B||6854||1 
愛についての個人的意見 Part 2 (PHP 文庫) 柴門ふみ著 PHP 研究所 1993 428072F B||7261||121 
人間失格 (集英社文庫) 太宰治著 集英社 1990 427571D B||7263 
太宰治 (ちくま日本文学:008) 太宰治著 筑摩書房 2008 431347A B||7286||8 
中島敦 (ちくま日本文学:012) 中島敦著 筑摩書房 2008 432753F B||7286||12 
森鷗外 (ちくま日本文学:017) 森鷗外著 筑摩書房 2008 434133D B||7286||17 
石川啄木 (ちくま日本文学:033) 石川啄木著 筑摩書房 2009 439754B B||7286||33 
萩原朔太郎 (ちくま日本文学:036) 萩原朔太郎著 筑摩書房 2009 441968F B||7286||36 
海がきこえる (徳間文庫:ひ-15-1) 氷室冴子著 徳間書店 1999 432469C B||7428||1 
アイがあるから (徳間文庫:ひ-15-2. 海がきこえる:2) 氷室冴子著 徳間書店 1999 432470G B||7428||2 
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジ

メント』を読んだら 
岩崎夏海著 ダイヤモンド社 2009 448593J B||8197 



三銃士 上 (角川文庫:15954-15956) アレクサンドル・デュマ [著]/竹
村猛訳 

角川書店/角川グル

ープパブリッシング 
(発売) 

2009 449935C B||8260||1 

三銃士 中 (角川文庫:15954-15956) アレクサンドル・デュマ [著]/竹
村猛訳 

角川書店/角川グル

ープパブリッシング 
(発売) 

2009 449936B B||8260||2 

三銃士 下 (角川文庫:15954-15956) アレクサンドル・デュマ [著]/竹
村猛訳 

角川書店/角川グル

ープパブリッシング 
(発売) 

2009 449937J B||8260||3 

俘虜記 (新潮文庫:草-65-A) 大岡昇平著 新潮社 1967 334590E B||オ 2||1 
花影 改版 (新潮文庫:草-65-D) 大岡昇平著 新潮社 1966 334592B B||オ 2||4 
李陵/山月記 改版 (新潮文庫:草-77A) 中島敦著 新潮社 1978 336361J B||ナ 7||1 
点と線 改版 (新潮文庫:ま-1-18) 松本清張著 新潮社 1987 335469F B||マ 2||18 
雑誌 
Aera 29 巻 37 号 朝日新聞社編 朝日新聞社 2016   
Aera 29 巻 43 号 朝日新聞社編 朝日新聞社 1988 10000173E  
BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine 63
巻 957 号 

美術出版社 美術出版社 1988 455658F  

キネマ旬報 1681 号 キネマ旬報社編 キネマ旬報社 1919 472360B  
キネマ旬報 1689 号 キネマ旬報社編 キネマ旬報社 1919 473290B  
週刊ダイヤモンド 103 巻 4 号 ダイヤモンド社 ダイヤモンド社 2015   
ダ・ヴィンチ 21 巻 9 号 リクルート リクルート 2014   
ダ・ヴィンチ 22 巻 9 号 リクルート リクルート 2015   
ダ・ヴィンチ 22 巻 10 号 リクルート リクルート 2015   
ダ・ヴィンチ 22 巻 11 号 リクルート リクルート 2015   
ダ・ヴィンチ 23 巻 8 号 リクルート リクルート 2016 476530D  
ダ・ヴィンチ 23 巻 9 号 リクルート リクルート 2016 476700E  
啄木研究 創刊号 洋洋社  洋洋社  1976   



視聴覚資料 
ローレライ/サンタルチア (世界の愛唱歌ベスト)  ビクターエンタテイ

ンメント 
2005 428958H CD767.8||Se22 

戦場のピアニスト ロマン・ポランスキー監督・製

作/ウワディスワフ・シュピルマ

ン原作/ロナルド・ハーウッド脚

本/ロベール・ベンムッサ, アラ

ン・サルド製作 

東芝デジタルフロン

ティア (発売) 
2003 398225E DVD778||P76 

不思議の国のアリス : 日本語吹き替え 実写版 ルイス・キャロル著/戸田恵子, 
江原正士, 三ツ矢雄二, 小宮和

江吹替 

アポロン音楽産業

(発売) 
1973 321479G V778||F96 

  
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！ 

 


