【映画と原作のあいだ】 学情センター展示リスト(2006.12.6〜27)
日本映画
映画タイトル

原作書名

請求記号

請求記号

配置場所

阿部一族 / 熊谷久虎監督

VT//4105//1

阿部一族. -- 改版. -- (岩波文庫）

913.6//MO45//9598

4F文庫版

伊豆の踊子 / 西河克己監督

DV//408//1

伊豆の踊子 ; 温泉宿 : 他四篇 / 川端康成作. -- 改版. -- (岩波文庫)

913.6//KA91//3161

4F文庫版

雨月物語 / 監督:溝口健二

VT//4492//1

雨月物語 / 青木正次全訳注. -- （講談社学術文庫）

913.56//U32//7196,
7195

4F文庫版

女殺し油地獄 / 近松門左衛門原作 ; 堀川弘通監督

VT//4104//1

女殺油地獄 / 藤村作校訂. -- （岩波文庫）

912.4//C1//8

B2中央旧

きけ、わだつみの声 / 出目昌伸監督 ; 早坂暁脚本

VT//4494//1

蜘蛛巣城 / 黒澤明監督 ; 小国英雄 [ほか] 脚本

VT//3948//1

古都 / 中村登監督 ; 川端康成原作

DV//407//1

古都 / 川端康成著

913.6//K5//13

B2中央旧

死の棘(とげ) / 小栗康平監督・脚本

DV//401//3

死の棘. -- 講談社

913.6//S34//1

B2中央旧

十九歳の地図 / 柳町光男監督・脚本 ; 中上健次原作

VT//4833//1

十九歳の地図. -- （中上健次全集 ; 1）

918.68//N32//8556

3F開架新体系

ジョゼと虎と魚たち / 犬童一心監督

DV//376//1

田辺聖子全集 / 田辺聖子著. -- 16. -- 集英社, 2004.5-2006.8.

918.68//TA83//3066 3F開架新体系

草迷宮 / 寺山修司監督 ; 寺山修司, 岸田理生脚本

DV//181//1

草迷宮 / 泉鏡花作. -- （岩波文庫）

913.6//I99//9675

4F文庫版

瀧の白糸 / 溝口健二監督

VT//1497//1

泉鏡花 / 四方田犬彦編. -- 筑摩書房. -- （明治の文学 ; 第8巻）

918.6//ME25//4578

3F開架新体系

ツィゴイネルワイゼン / 鈴木清順監督 ; 田中陽造脚本

DV//198//1

サラサーテの盤. -- （現代日本文学全集 ; 75）

918.6//G1//75

B2中央旧

東海道四谷怪談 / 鶴屋南北原作 ; 中川信夫監督

VT//4120//1

東海道四谷怪談 / 鶴屋南北著 ; 河竹繁俊校訂

912.5//TS88//9516

4F文庫版

きけわだつみのこえ : 日本戦没学生の手記 / 日本戦没学生記念会編. 新
916//N71//9397,
7101
版. -- （岩波文庫）
マクベス / シェイクスピア[著] ; 木下順二訳. -- 講談社, 1988.5. -- (シェイク
938//S
スピア / シェイクスピア[著] ; 木下順二訳 ; 1).

4F文庫版
B3経済学部

寅次郎の青春 / 山田洋次原作・監督. -- （男はつらいよ ;
VT//3937//1
第45作）

寅さんと日本人 : 映画「男はつらいよ」の社会心理 / 濱口惠俊, 金児曉嗣編
778.21//H23//8871
著. -- 知泉書館＜関連図書＞

3F開架新体系

泥の河 / 小栗康平監督

DV//401//1

宮本輝全集 / 宮本輝著. -- 第1巻 . -- 新潮社, 1992.4-1993.5

918.68//MI77//7557

3F開架新体系

にごりえ / 今井正監督

DV//421//1

にごりえ ; たけくらべ / 樋口一葉作. -- 改訳. -- （岩波文庫）

913.6//H56//6544

4F文庫版

二十四の瞳 / 木下恵介監督・脚本

VT//4889//1

国民文学名作集. -- 角川書店, 1958

918.6//G6//34

B2中央旧
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映画タイトル

請求記号

原作書名

橋のない川 / 住井すゑ原作 ; 東陽一監督.

VT//2339//1

橋のない川 / 住井すゑ著. -- （新潮文庫）

913.6//SU59//0869,
0870, 0871, 0872,
0873, 0874

4F文庫版

日の果て / 山本薩夫監督

VT//4819//1

日の果て. -- （日本現代文學全集 ; 98）

918.6//N15//98

B2中央旧

蛍川 / 須川栄三監督 ; 宮本輝原作.

VT//4018//1

芥川賞全集. -- 第11巻. -- 文芸春秋

918.68//MI77//7557

3F開架新体系

幻の光 / 是枝裕和監督

VT//4278//1

宮本輝全集 / 宮本輝著. -- 第13巻 . -- 新潮社, 1992.4-1993.5

918.68//MI77//7563

3F開架新体系

野火 / 市川崑監督 ; 和田夏十脚本.

VT//4897//1

野火. -- （新潮文庫）

913.6//O9//4

B2中央旧

羅生門 / 黒澤明監督 ; 芥川龍之介原作

VT//4516//1

918.6//N15//56

B2中央旧

ゲド戦記 /監督宮崎吾朗,2006

所蔵なし

933.7//L52//8973

7F新体系

細雪/出演： 佐久間良子, 吉永小百合 監督： 市川崑

所蔵なし

細雪 : 全 / 谷崎潤一郎著. -- 中央公論社, 1983.1. -- (中公文庫).

913.6//TA88//3295

4F文庫版

SABU〜さぶ〜/出演： 藤原竜也, 妻夫木聡 監督： 三池
崇史

所蔵なし

青べか物語 ; さぶ / 山本周五郎著. -- 新潮社, 1979.8. -- (新潮現代文学 ;
N918.6//S1//17
17).

3F開架N

DOLLs/出演： 山本耀司, 久石譲 監督： 北野武

所蔵なし

近松門左衛門集 / [近松門左衛門著] ; 森修, 鳥越文蔵, 長友千代治校注・訳. -- 1,
918//N71//9770
2. -- 小学館, 1972.3-1975.8. -- (日本古典文学全集 / 秋山虔 [ほか] 編 ; 43,44)

3F開架新体系

春の雪/出演： 妻夫木聡, 竹内結子 監督： 行定勲

所蔵なし

三島由紀夫全集 / 三島由紀夫著. -- 13. -- 決定版. -- 新潮社, 2000.112006.4

918.68//MI53//8825

3F開架新体系

富嶽百景〜遥かなる場所〜/塚本 高史,田丸 麻紀 監督
秋原正俊,2006

所蔵なし

太宰治全集 / 太宰治著. -- 3. -- 筑摩書房

918.68//D49//6671

3F開架新体系

火垂(ほた)るの墓/監督高畑勲

所蔵なし

エロ事師たち ; 火垂るの墓 / 野坂昭如著. -- 新潮社, 1981.11. -- (新潮現
N918.6//S1//73
代文学 ; 73).

芥川龍之介集 / 芥川龍之介著. -- 講談社, 1960.11. -- (日本現代文學全
集 / 伊藤整 [ほか] 編 ; 56).
影との戦い. -- 岩波書店, 1976.9. -- (岩波少年少女の本 ; ゲド戦記 / アシュラ・K・ル=グウィン作 ; 清水真砂子訳 ; 1).

請求記号

配置場所

3F開架N

外国映画
映画タイトル

原作書名

請求記号

請求記号

配置場所

阿Q正伝 . -- 大映, [19--].

VT//1913//1

阿Q正伝 / 竹内好訳. -- 改訳. -- （岩波文庫）

923.7//R62//0400

4F文庫版

アポロンの地獄 / ピエル・パオロ・パゾリーニ監督・原案・
脚本

VT//4837//1

オイディプス王 / 藤沢令夫訳

991.2//SO53//0915

4F文庫版

雨の朝パリに死す / リチャード・ブルックス監督

VD//1010//1

「バビロン再訪」：フィッツジェラルド短篇集 / フィッツジェラルド[著] ; 佐伯泰
樹編訳. -- （岩波文庫）

933.7//F29//3542

4F文庫版

アラビアのロレンス ; 世界史の十二の出来事 ; 権力の偉大と悲惨. -- 筑摩書房,
1984.2. -- (中野好夫集 / 中野好夫著 ; 加藤周一, 木下順二編集 ; 7)

N918.6//N6//1-7

3F開架N

アラビアのロレンス : 完全版 / サム・スピーゲル製作 ; デ
VT//272//1
ビッド・リーン監督. -- 1, 2.
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映画タイトル

原作書名

請求記号

請求記号

配置場所

嵐が丘 / 河島弘美訳. -- （岩波文庫）

933.6//B75//1248,
2163

4F文庫版

アンネの日記 / ジョージ・スティーブンス監督. -- 20世紀
VT//1035//1
FOX HE, 1992. v

アンネの日記 : 完全版 / アンネ・フランク著 ; 深町真理子訳. -- 文藝春秋,
1994.4.

949.35//F44//2101

3F開架新体系

怒りの葡萄 / ジョン・フォード監督.

VT//1478//1

怒りの葡萄 / 大久保康雄訳. -- 新潮社. -- （現代世界文學全集 ; 26）

908//G3//21

B2中央旧

居酒屋 / ルネ・クレマン監督

VD//1013//1

居酒屋 / 木村幹訳. -- (エミール・ゾラ選集 : 「ルーゴン=マッカール叢書」セ
953.6//Z5//2078
レクション / エミール・ゾラ[著] ; 山下武監修 ; 5).

3F開架新体系

いつか晴れた日に / アン・リー監督.

VT//4286//1

いつか晴れた日に : 分別と多感 / 真野明裕訳. -- キネマ旬報社

933.6//A96//0154

3F開架新体系

田舎司祭の日記 / ロベール・ブレッソン監督・脚本

VT//4247//1

田舎司祭の日記 / 木村太郎訳. -- （新潮文庫）

953//B7//1

B2中央旧

嵐が丘 / ウィリアム・ワイラー監督.

VT//1029//1

イングリッシュ・ペイシェント / アンソニー・ミンゲラ監督・脚
VT//2498//1
本 ; ソウル・ゼインツ製作

イギリス人の患者 / M・オンダーチェ著 ; 土屋政雄訳. -- 新潮社, 1996.5. -933.7//O65//4684
(新潮・現代世界の文学)

3F開架新体系

ウィンダミア夫人の扇 / エルンスト・ルビッチ監督

ウィンダミア夫人の扇 / 西村孝次譯. -- 河出書房. -- （世界文學全集）

908//S1-2//8

B2中央旧

エーミールと探偵たち / フランツィスカ・ブッフ監督・脚本. DV//341//1

エミールと探偵たち / 小松太郎訳. -- （岩波少年少女文学全集 ; 7）

909.08//I//JIDOKYOI
B3生活科学
K

エデンの東 / エリア・カザン製作・監督 ; ジョン・スタインベック原
VT//307//1
作 ; ポール・オズボーン脚本

エデンの東 / ジョン・スタインベック [著] ; 鈴江璋子, 掛川和嘉子, 有木恭子訳. -上, 下. -- 大阪教育図書, 1999.11. -- (スタインベック全集 / 日本スタインベック協会 938.78//ST3//2236
監修 ; 12 13)

7F新体系

エマ / ジェーン・オースティン作 ; 工藤政司訳. -- （岩波文庫）

933.6//A96//7284、
933.6//A96//7285

4F文庫版

VD//1015//1

エマ = Emma / ジェーン・オースティン原作 ; ダグラス・マ
VT//4711//1
クグラス監督・脚本.
王女メディア / ピエル・パオロ・パゾリーニ監督

VD//1019//1

エウリピデス. -- 上. -- （ちくま文庫 . ギリシア悲劇 ; 3）

991.2//G47//1815

4F文庫版

恐るべき子供たち / ジャン=ピエール・メルビル製作・監
督・脚色 ; ジャン・コクトー原作・脚色・台詞・朗読

DV//245//1

恐るべき子供たち / コクトー作 ; 鈴木力衛訳. -- （岩波文庫）

953.7//C82//0747

4F文庫版

オルランド : 無修正版 / サリー・ポッター監督・脚本

DV//335//1

オーランドー : ある伝記 / 川本静子訳. -- （ヴァージニア・ウルフコレクショ
ン）

933.7//W87//2883

3F開架新体系

女ねずみ / マーティン・ブーフホルン監督

VT//4089//1

女ねずみ / 高本研一, 依岡隆児訳. -- 国書刊行会. -- （文学の冒険）

943.7//G77//0664

3F開架新体系

ガープの世界 / ジョージ・ロイ・ヒル監督

DV//108//1

ガープの世界 / ジョン・アーヴィング著 ; 筒井正明訳. -- 上巻, 下巻. -- 新
潮社, 1988.10. -- (新潮文庫 ; 4150-4151)

933.7//I67//3050

4F文庫版

One flew over the cuckoo's nest : a novel / Ken Kesey

933//K//EIBUN

B3英文学

カッコーの巣の上で / ケン・キージー原作 ; ソウル・ゼイン
DV//35//1
ツ, マイケル・ダグラス製作 ; ミロス・フォアマン監督
風と共に去りぬ/出演： ビビアン・リー, クラーク・ゲーブル
VD//1165//1
監督： ビクター・フレミング
カラーパープル /出演： ダニー・グローバー, ウーピー・
VT//341//1
ゴールドバーグ 監督： スティーブン・スピルバーグ

ミッチェル. -- [1], [2], [3]. -- 河出書房新社, 1980.11. -- (河出世界文学大
N908//K3//81
系 / 阿部知二[ほか]編 ; 81-83).
カラーパープル / A.ウォーカー [著] ; 柳沢由実子訳. -- 集英社, 1986.4. -933.7//W36//2150
(集英社文庫)

カルメン / カルロス・サウラ監督

カルメン / メリメ作 ; 杉捷夫訳. -- 改訳. -- （岩波文庫）

VT//1536//1
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953.6//ME65//0716

3F開架N
4F文庫版
4F文庫版

映画タイトル
去年マリエンバートで / アラン・レネ監督・脚本
コレクター / ウィリアム・ワイラー監督. -- ソニー・ピク
チャーズ, 1993
コンタクト / ロバート・ゼメキス製作・監督. -- ワーナー・
ホーム・ビデオ (発売), [1998]

原作書名

請求記号
VT//4183//1
VT//1522//1
VT//4010//1

アンチ・ロマン集. -- 筑摩書房. -- （世界文学全集 ; 第65）
コレクター / ジョン・ファウルズ〔著〕 ; 小笠原豊樹訳. -- 上, 下. -- 白水社,
1984.7. -- (白水Uブックス ; 60,61).
COSMOS / カール・セーガン著 ; 木村繁訳. -- 上, 下. -- 朝日新聞社,
1980.11

請求記号

配置場所

908//S11//65

B2中央旧

933.7//F42//7393

4F新書版

N440.4//S4//1

B2中央N

サテリコン / フェデリコ・フェリーニ監督

VD//1138//1

サテュリコン : 古代ローマの諷刺小説 / 国原吉之助訳. -- （岩波文庫）

992.3//P46//3717

4F文庫版

三国演義 / 中国中央電視台製作

VT//4195//1〜
40

三国志演義 / 羅貫中作 ; 立間祥介訳. -- 上、下

N928//C3//26、27

3F開架N

三文オペラ / G・W・パプスト監督

VD//1038//1

三文オペラ / 千田是也訳. -- （岩波文庫）

942.7//B72//0629

4F文庫版

ジキル博士とハイド氏 / ルーベン・マムーリアン監督

VD//1045//1

ジーキル博士とハイド氏 / スティーヴンスン作 ; 海保眞夫訳. -- （岩波文庫） 933.6//ST5//0503

4F文庫版

十誡 / セシル・B・デミル監督 ; ジェニー・マクファーソン脚
VD//1049// 1 出エジプト記 : 旧約聖書 / 関根正雄訳. -- （岩波文庫）
193.212//SE19//4954 4F文庫版
本
ジョイ・ラック・クラブ / ウェイン・ワン監督. -- ブエナ ビス
ジョイ・ラック・クラブ / エィミ・タン [著] ; 小沢瑞穂訳. -- 角川書店, 1992.6. VT//1567//1
933.7//TA83//6716 4F文庫版
タ, 1994
- (角川文庫 ; 8592).
女優ナナ / ジャン・ルノワール監督

VT//4250//1

ナナ. -- (世界の文学セレクション36 ; 21)

シラノ・ド・ベルジュラック / マイケル・ゴードン監督

VD//1043//1

西部戦線異状なし / ルイス・マイルストン監督

VD//1052//1

戦争と平和 / セルゲイ・ボンダルチュク監督・制作

VT//4260//1〜
4

戦争と平和 / 米川正夫訳. -- 1-4. -- 改版. -- （岩波文庫）

983.6//TO47//0883,
0884, 0885, 0886

4F文庫版

その男ゾルバ / マイケル・カコヤニス監督

VT//1062//1

その男ゾルバ / 秋山健訳. -- 第4版. -- 恒文社. -- （東欧の文学）

991.9//KA99//7508

3F開架新体系

存在の耐えられない軽さ / フィリップ・カウフマン監督

VT//4229//1

第三の男 / キャロル・リード監督. -- アイ・ヴィー・シー,
1992

VD//1056//1

テス / ロマン・ポランスキー監督・脚本

DV//72//1

908//SE22//2412

シラノ・ド・ベルジュラック / エドモン・ロスタン作 ; 辰野隆, 鈴木信太郎訳. -952.6//R73//0710
(岩波文庫)
西部戦線異状なし / レマルク[著] ; 秦豊吉訳. -- 新潮社, 1955. -- (新潮文
943//R4//2
庫 ; 赤-125-A,レ-1-1).

存在の耐えられない軽さ / 千野栄一訳. -- （集英社ギャラリー「世界の文学」
908//SH99//7015
; 12）
第三の男 / 小津次郎訳 . 落ちた偶像 / 青木雄造訳 . 負けた者がみな貰う /
N938//G1//1-11
丸谷才一訳. -- 早川書房, 1979.9. -- (グレアム・グリーン全集 ; 11).

3F開架新体系
4F文庫版
B2中央旧

3F開架新体系
3F開架N

テス / ハーディ [著] ; 井上宗次, 石田英二訳. -- （岩波文庫）

933.6//H32//0513、
933.6//H32//0512

ドクトル・ジバゴ / カルロ・ポンティ製作 ; デビット・リーン監
DV//126//1
督.

ドクトル・ジバゴ / 原子林二郎訳

983//P2/C1//1-1, 1B3生活科学
2

トライアル : 審判 / デビッド・ジョーンズ監督

VT//1508//1

審判. -- 白水社. -- (カフカ小説全集 / 池内紀訳 ; 2)

943.7//KA15//1528

眺めのいい部屋 / ジェームス・アイウﾞォリー監督

DV//77//1

A room with a view / E. M. Forster. -- Abinger ed. -- Edward Arnold, 1977.
933//F//EIBUN
-- (The Abinger edition of E. M. Forster ; v. 3)

4/7

4F文庫版

3F開架新体系
B3英文学

映画タイトル

原作書名

請求記号

請求記号

配置場所

嘆きの天使

VD//1069//1

Professor Unrat / Heinrich Mann, -- Claassen

943//M//DOKUBUN B3独文学

南京の基督 / 芥川龍之介原作 ; トニー・オウ監督.

VT//2443//1

南京の基督. -- （芥川龍之介全集 ; 6）

918.68//A39//1816

3F開架新体系

二十四時間の情事 / アラン・レネ監督

DV//61//1

ヒロシマ、私の恋人 / 清岡卓行訳

N778.5//D2//1

3F開架 N

ノートルダムのせむし男

VD//1072//1

ノートル=ダム・ド・パリ / 辻昶, 松下和則訳. -- 潮出版社. -- (ウ゛ィクトル・ユ
958.68//H98//7734
ゴー文学館 ; 第5巻).

灰とダイヤモンド / アンジェイ・ワイダ監督

VT//2461//1

灰とダイヤモンド / アンジェイェフスキ作 ; 川上洸訳. -- (岩波文庫)

989.83//A48//5847、
4F文庫版
989.83//A48//5848

蝿の王 / ハリー・フック監督

DV//226//1

蝿の王 / 平井正穂訳. -- （集英社ギャラリー「世界の文学」 : イギリス）

908//SH99//7008

3F開架新体系

裸のランチ / デビッド・クローネンバーグ監督・脚本.

VT//2479//1

裸のランチ / 鮎川信夫訳

933.7//B94//9905

3F開架新体系

VD//1125// 1

八十日間世界一周 / ジュール・ヴェルヌ作 ; 鈴木啓二訳. -- (岩波文庫)

953.6//V62//2674

4F文庫版

二十日鼠と人間 / ゲイリー・シニーズ監督.

DV//170//1

二十日鼠と人間 / スタインベック著 ; 大門一男訳. -- （新潮文庫）

933//S5//3A

B2旧中央

鳩の翼 / イアン・ソフトリー監督.

VT//4302//1

鳩の翼 / 青木次生訳. -- 国書刊行会. -- （ヘンリー・ジェイムズ作品集 ; 3） N933//J1//4-3

3F開架N

ハムレット / ローレンス・オリビエ監督

VT//1534//1

ハムレット / シェイクスピア作 ; 野島秀勝訳. -- （岩波文庫）

932.5//SH12//9922

4F文庫版

薔薇の名前 / ジャン・ジャック・アノー監督

VD//1067//1

薔薇の名前 / 河島英昭訳. -- 東京創元社

973//E19//1806,
1805

3F開架新体系

ハワーズ・エンド / ジェイムズ・アイヴォリィ監督

VT//268//1

ハワーズ・エンド / E. M. フォースター [著] ; 小池滋訳. -- みすず書房,
1994.3. -- (E. M. フォースター著作集 / E. M. フォースター [著] ; 3).

938.7//F39//5125

3F開架新体系

Pierrette / Balzac. -- (Collection Grands romans).

VT//2147//1

ピエレット / 原政夫訳. -- （バルザック全集 ; 4）

958//B2//1-4

B2中央旧

日陰者ジュード / トマス・ハーディ著 ; 川本静子訳

N933//H5//6

3F開架N

映画その他 / ジャン・コクトー [著]. -- 東京創元社, 1987.8. -- (ジャン・コク
トー全集 ; 第8巻)＜関連本＞

958.78//C52//1633

3F開架新体系

80日間世界一周 / マイケル・アンダーソン監督

日蔭のふたり / トマス・ハーディ原作 ; マイケル・ウィンター
DV//186//1
ボトム監督
美女と野獣 / ジャン・コクトー監督. -- CIC・ビクター,
VT//1474//1
1993

3F開架新体系

緋文字 / ウﾞィム・ウﾞェンダース監督・脚本

DV//76//1

アメリカ. -- 1. -- （集英社ギャラリー「世界の文学」 ; 16）

908//SH99//7019

3F開架新体系

昼顔 / ルイス・ブニュエル監督

DV//47//1

昼顔 / 堀口大学訳. -- （新潮文庫）

953//K1//2

B2中央旧

悲恋 / ジャン・ドラノワ監督 ; ジャン・コクトー脚本・台詞

DV//372//1

トリスタン・イズー物語 / ベディエ編 ; 佐藤輝夫訳

953.4//TO68//0724

4F文庫版

武器よさらば / フランク・ボザージ監督

VD//1078//1

ヘミングウェイ / 大橋健三郎[ほか]訳. -- 中央公論社. -- （世界の文学コレク
908//SE22//3141
ション36 ; 32）

5/7

3F開架新体系

映画タイトル

原作書名

請求記号

請求記号

配置場所

フランソワーズ・サガンの悲しみよこんにちは / オットー・プ
DV//326//1
レミンジャー監督・製作

悲しみよ こんにちは / 朝吹登水子訳. -- （新潮文庫）

953//S7//2

B2中央旧

ブリキの太鼓 / フォルカー・シュレンドルフ監督・脚本

DV//58//1

ブリキの太鼓 / 高本研一訳. -- （集英社ギャラリー「世界の文学」 : ドイツ）

908//SH99//7014

3F開架新体系

古井戸 / 呉天明監督

DV//343//1

古井戸 / 鄭義著 ; 藤井省三訳. -- 2版. -- (発見と冒険の中国文学 ; 1）

N928//H1//1

3F開架N

ベニスに死す / ルキノ・ビスコンティ監督.

VT//1607//1

ヴェニスに死す / 実吉捷郎訳. -- （岩波文庫）

943.7//MA45//0035

4F文庫版

ベン・ハー / フレッド・ニブロ監督

VD//1079//1

ベン・ハー : キリストの物語 / ルー・ウォレス [著] ; 辻本庸子, 武田貴子訳. -- 松柏
社, 2003.1. -- (アメリカ古典大衆小説コレクション / 亀井俊介, 巽孝之監修 ; 1).

933.6//W36//9300

3F開架新体系

ボヴァリー夫人 / ジャン・ルノワール脚色・監督

DV//396//1

ボヴァリー夫人 / フローベール作 ; 伊吹武彦訳. -- 改訳. -- （岩波文庫）

953.6//F31//0730,
953.6//F31//0729

4F文庫版

マクベス / アーサー・アレン・サイデルマン演出 ; Jack
Nakano[制作]

VT//2015//18〜マクベス

/ シェイクスピア作 ; 木下順二訳. -- （岩波文庫）

932.5//SH12//6440

4F文庫版

マクベス. -- （BBC Shakespeare ）

VT//1266//1

マクベス / シェイクスピア作 ; 木下順二訳. -- （岩波文庫）

932.5//SH12//6440

4F文庫版

欲望という名の電車 / エリア・カザン監督.

VT//1089//1

A streetcar named Desire / Tennessee Williams. -- James Laughlin

932//W(C1)

B3英文学

La dame aux camelias

VT//2155//1

椿姫 / デュマ・フィス作 ; 吉村正一郎訳. -- （岩波文庫）

953.6//D96//0761

4F文庫版

La mare au diable / [par] George Sand. -- (Collection
Grands romans).

VT//2156//1

魔が沼 / ジョルジュ・サンド著 ; 宇佐見英治譯. -- （角川文庫）

953//S2//5

B2中央旧

La petite Fadette

VT//2148//1

愛の妖精 : プチット・ファデット / 宮崎嶺雄訳. -- 改版. -- （岩波文庫）

953.6//SA62//0744

4F文庫版

ラストエンペラー / ベルナルド・ベルトルッチ監督・脚本

DV//230//1

紫禁城の黄昏 / R. F. ジョンストン著 ; 入江曜子, 春名徹訳. -- (岩波文庫)

222.07//J65//1842

4F文庫版

武士道 / 新渡戸稲造著 ; 矢内原忠雄訳. -- 改訳. -- （岩波文庫）

156//N88//4742

4F文庫版

ラストサムライ = The Last Samurai / エドワード・ズウィック
DV//305//1
監督・脚本・製作
レ・ミゼラブル : 輝く光の中で / クロード・ルルーシュ製作・監
督・脚本 ; ジャック・ブノワール美術 ; フランシス・レイ, ミシェル・ VT//4535//1
ルグラン音楽

老人と海 / ジョン・スタージェス監督.
ロードオブ・ザリング / ピーター・ジャクソン製作・監督・脚
本
ロードオブ・ザリング : 二つの塔 / ピーター・ジャクソン監
督・脚本
ロードオブ・ザリング : 王の帰還 / ピーター・ジャクソン監
督・脚本
ロミオとジュリエット / ウィリアム・シェイクスピア原作 ; フラ
ンコ・ゼフィレッリ監督. -- パイオニアLDC(発売), [198-]

VT//3984//1

レ・ミゼラブル / ユーゴー作 ; 豊島与志雄訳. -- 1 - 4. -- 改版. -- 岩波書
953.6//H98//0740
店, 1987.4-1987.5. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-531-1,2,3,4)
ヘミングウェイ / 大橋健三郎[ほか]訳. -- 中央公論社. -- （世界の文学コレク
908//SE22//3141
ション36 ; 32）

4F文庫版
3F開架新体系

DV//220//1

指輪物語 / J.R.R.トールキン[著] ; 瀬田貞二, 田中明子訳. -- (評論社文庫) 933.7//TO47//

7F新体系

DV//221//1

指輪物語 / J.R.R.トールキン[著] ; 瀬田貞二, 田中明子訳. -- (評論社文庫) 933.7//TO47//

7F新体系

DV//353//1

指輪物語 / J.R.R.トールキン[著] ; 瀬田貞二, 田中明子訳. -- (評論社文庫) 933.7//TO47//

7F新体系

VD//1196//1

シェイクスピア / シェイクスピア[著] ; 福田恒存訳. -- 2. -- 中央公論社,
1993.10-. -- (世界の文学セレクション36 ; 1-2)

3F開架新体系
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908//SE22//7889

映画タイトル
愛と精霊の家/出演： メリル・ストリープ, ジェレミー・アイア
ンズ 監督： ビレ・アウグスト
ありきたりな狂気の物語/出演： ベン・ギャザラ, オルネラ・
ムーティ 監督： マルコ・フェレーリ
インドへの道/出演： モーリス・ジャール 監督： デイビッド・
リーン
失われた週末 /出演： レイ・ミランド, ジェーン・ワイマン 監
督： ビリー・ワイルダー
宇宙戦争 出演： トム・クルーズ, ダコタ・ファニング 監督：
スティーブン・スピルバーグ

所蔵なし
所蔵なし
所蔵なし
所蔵なし
所蔵なし

危険な関係/出演： グレン・クローズ, ジョン・マルコビッチ
所蔵なし
監督： スティーブン・フリアーズ
グレート・ギャッツビー

所蔵なし

タイムマシン/出演： ガイ・ピアース, ジェレミー・アイアンズ
所蔵なし
監督： サイモン・ウェルズ
ナルニア国物語 第１章：ライオンと魔女/出演： ジョージー・ヘン
所蔵なし
リー, ウィリアム・モーズリー 監督： アンドリュー・アダムソン

ハリー・ポッターと賢者の石/出演： ダニエル・ラドクリフ, ル
パート・グリント 監督： クリス・コロンバス
ハリー・ポッターと賢者の石/出演： ダニエル・ラドクリフ, ル
パート・グリント 監督： クリス・コロンバス
ハリー・ポッターと秘密の部屋/出演： ジョン・ウィリアムズ
監督： クリス・コロンバス
ヒトラー 最期の12日間/出演： ブルーノ・ガンツ, アレクサ
ンドラ・マリア・ララ 監督： オリヴァー・ヒルシュビーゲル

所蔵なし
所蔵なし
所蔵なし
所蔵なし

フランケンシュタイン 出演： ボリス・カーロフ, コリン・クライブ 監
所蔵なし
督： ジェームズ・ホエール

BULLY ブリー/出演： ブラッド・レンフロ, ニック・スタール
所蔵なし
監督： ラリー・クラーク
見出された時˜「失われた時を求めて」より˜/出演： マリ＝フラン
ス・ピジエ, ヴァンサン・ペレーズ 監督： ラウル・ルイス

原作書名

請求記号

所蔵なし

レベッカ/出演： ローレンス・オリヴィエ, ジョーン・フォンテ
所蔵なし
イン 監督： アルフレッド・ヒッチコック

請求記号

精霊たちの家 / イサベル・アジェンデ著 ; 木村榮一訳. -- 国書刊行会,
963//A41//0805
1989.12. -- (文学の冒険)
町でいちばんの美女 / チャールズ・ブコウスキー[著] ; 青野聡訳. -- 新潮社,
933.7//B87//0555
1994.3.
インドへの道 / E. M. フォースター [著] ; 小野寺健訳. -- みすず書房,
938.7//F39//7546
1995.9. -- (E. M. フォースター著作集 / E. M. フォースター [著] ; 4).

配置場所
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

The lost weekend / Billy Wilder ; screenplay by Charles Brackett, Billy Wilder ; with
778.253//W73//2029 7F新体系
an introduction by Jeffrey Meyers. -- : pbk. -- University of California Press, c2000.

The war of the worlds / H. G. Wells. -- Penguin, 1946. -- (Penguin science
fiction ; 570)
危険な関係 / ラクロ [著] ; 竹村猛訳. -- 上巻, 下巻. -- 角川書店, 1960. -(角川文庫 ; 1911-1912)
偉大なるギャツビー / フィッツジェラルド作 ; 野崎孝訳. -- 研究社出版,
1957.1. -- (アメリカ文学選集)
タイム・マシン : 他九篇 / H.G.ウエルズ作 ; 橋本槙矩訳. -- 岩波書店,
1991.5. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-276-1)
ライオンと魔女 / C.S.ルイス作 ; 瀬田貞二訳. -- 岩波書店, 1985.10. -- (岩
波少年文庫 ; 2101 . ナルニア国ものがたり ; 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,
1999.12.
Harry Potter and the philosopher's stone / J.K. Rowling. -- Bloomsbury,
1999.
Harry Potter and the chamber of secrets / J.K. Rowling. -- : pbk, : hbk. -Bloomsbury, 1998
ヒトラー : 最期の12日間 / ヨアヒム・フェスト [著] ; 鈴木直訳. -- 岩波書店,
2005.6.
フランケンシュタイン / M.W.シェリー著 ; 臼田昭訳. -- 国書刊行会, 1979.1.
-- (ゴシック叢書 / 小池滋[ほか]編 ; 6)
なぜ、いじめっ子は殺されたのか? : A true story of high school revenge / ジ
ム・シュッツ著 ; 山口和代訳. -- 集英社, 1998.11.

933//W5//4

B2中央旧

953//L11//1

B2中央旧

933//F3//1

B2中央旧

933.7//W57//0511

4F文庫版

933.7//L59//9009

7F新体系

933.7//R78//5108

3F開架新体系

933.7//R78//5719

3F開架新体系

933.7//R78//7361

3F開架新体系

234.074//F22//8957

3F開架新体系

N933//S2//1

3F開架N

936//SC8//0539

3F開架新体系

見出された時 / マルセル・プルースト著 ; 鈴木道彦訳. -- 1, 2. -- 集英社, 2000.92001.3. -- (失われた時を求めて / マルセル・プルースト著 ; 鈴木道彦訳 ; 12-13 ; 953.7//P94//6601
第7篇)

デュ・モーリア. -- 河出書房新社, 1980.11. -- (河出世界文学大系 / 阿部知
N908//K3//84
二[ほか]編 ; 84).
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3F開架新体系
3F開架N

