
D05
テーマ展示のリストです。

資料探しにご活用ください。

種別 請求記号 タイトル 出版者
製作年
出版年

アラトリステ

ＤＶＤ（映画） ＤＶ2007 アラトリステ / アグスティン・ディアス・ヤネス監督・脚本 2006

図書（原作）
N963.7=138
=1～6

Aventuras del capitán Alatriste / Arturo Pérez-Reverte Alfaguara
1996
2006

図書（原作）
N963.7=274
=1～5

アラトリステ / アルトゥーロ・ペレス・レベルテ著 ; レトラ訳 イン・ロック
2006
2007

図書（脚本） N962.7=25 Alatriste / guión cinematográfico de Agustín Díaz Yanes  Ocho y Medio 2006

苺とチョコレート

ＤＶＤ（映画） VsMo127 苺とチョコレート / トマス・グティエレス・アレア監督 1993

図書（原作） N963.9=565 Fresa y chocolate / Senel Paz Txalaparta 1994

図書（原作） N963.9=146 苺とチョコレート / セネル・パス著 ; 野谷文昭訳 集英社 1994

海を飛ぶ夢

ＤＶＤ（映画） VsMo209 海を飛ぶ夢 / アレハンドロ・アメナーバル監督・脚本・音楽・編集 2004

図書（脚本） N962.7=24
Mar adentro : versión de rodaje / guión cinematográfico de
Alejandro Amenábar y Mateo Gil

Ocho y Medio 2004

図書（原作） N966=16 Cartas desde el infierno / Ramón Sampedro  Planeta 2004

図書（原作） N966=17 海を飛ぶ夢 / ラモン・サンペドロ著 ; 轟志津香ほか訳 
アーティスト
ハウス

2005

エル・スール

ＬＤ（映画） VsMo8 エル・スール / ビクトル・エリセ監督・脚本 1982

図書（原作） N963.7=108 El sur , seguido de Bene / Adelaida García Morales Anagrama 1993

図書（原作） Ｎ963.7-376 エル・スール / アデライダ・ガルシア=モラレス著 : 野谷文昭訳 インスクリプト 2009

オール・アバウト・マイ・マザー

ＤＶＤ（映画） VSMo192 オール・アバウト・マイ・マザー / ペドロ・アルモドバル監督 1998

図書（脚本） N962.7=17 オール・アバウト・マイ・マザー / ペドロ・アルモドバル著 ; 杉山晃訳 現代企画室 2000

蝶の舌

ＤＶＤ（映画） VsMo195 蝶の舌 / ホセ・ルイス・クエルダ監督・脚本・製作総指揮 1999

図書（原作） N969.9=4 ¿Qué me quieres, amor? / Manuel Rivas
Punto de
Lectura

2006

図書（原作） N969.9=2 蝶の舌 / マヌエル・リバス著 ; 野谷文昭, 熊倉靖子訳 角川書店 2001

図書（原作） N867.7=46 蝶の舌 : 中級読み物 : 詳細な注釈付 / 岩根圀和, 菊田和佳子朝日出版社 2008

図書（脚本） N962.7=27 La lengua de las mariposas / guión de Rafael Azcona Ocho y Medio 1999
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種別 請求記号 タイトル 出版者
製作年
出版年

トーク・トゥ・ハー

ＤＶＤ（映画） VSMo203 トーク・トゥ・ハー / ペドロ・アルモドバル監督 2002

ＤＶＤ（映画） VSMo235 Hable con ella /  un film de Almodóvar 2002

図書（脚本） N962.7=21 Hable con ella / un guión de Pedro Almodóvar Ocho y Medio 2002

バッド・エデュケーション

ＤＶＤ（映画） VSMo210 バッド・エデュケーション / ペドロ・アルモドバル監督 2004

図書（脚本） N962.7=22 La mala educación / guión cinematográfico de Pedro Almodóv El Deseo 2004

パンズ・ラビリンス

ＤＶＤ（映画） VSMo243 パンズ・ラビリンス / ギレルモ・デル・トロ監督 2006

図書（脚本） N962.7=26 El laberinto del fauno / guión cinematográfico de Guillermo del Toro Ocho y Medio 2006

ボルベール

ＤＶＤ（映画） VSMo244 ボルベール　＜帰郷＞ / ペドロ・アルモドバル監督 2006

図書（脚本） N962.7=23 Volver / guión cinematográfico de Pedro Almodóvar Ocho y Medio 2006

モーターサイクル・ダイアリーズ

ＤＶＤ（映画） VsMo208 モーターサイクル・ダイアリーズ / ウォルター・サレス監督 2003

図書（原作） N296=22 Diarios de motocicleta : notas de viaje / Ernesto Che GuevaraEdiciones B 2005

図書（原作） N296=18 チェ・ゲバラ : モーターサイクル南米旅行日記 現代企画室 2004

図書（原作） N296=20 モーターサイクル・ダイアリーズ / エルネスト・チェ・ゲバラ著 角川書店 2004

予告された殺人の記録

ＬＤ（映画） VsMo167 予告された殺人の記録 / フランチェスコ・ロージ監督 1987

図書（原作） N963.9=6 Crónica de una muerte anunciada / Gabriel García Márquez Bruguera 1982

図書（原作） N963.9=3 予告された殺人の記録 / G.ガルシア=マルケス著 ; 野谷文昭訳 新潮社 1983

図書（原作） N963.9=518=5 予告された殺人の記録 / G.ガルシア=マルケス著 ; 野谷文昭訳 新潮社 2008

図書（原作） 新潮文庫 予告された殺人の記録 / G.ガルシア=マルケス著 ; 野谷文昭訳 新潮社 1997
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