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は じ め に 

アニメ映画「ジョバンニの島」をご覧になりましたか？ 終戦前後の色丹

島を舞台とした、家族の激動の物語です。実話をもとに製作されました。1945

年8月15日に戦争は終わったはずなのに、ソ連が一方的に島を占領し、島民

の生活が一変したのはその後のことでした。やがて島を追われた家族は･･･ 

かつて日本人が暮らしたふるさとがすぐそこにあることを、若い世代にも

知ってもらえるよう、「ジョバンニの島」を手がかりに、北方四島や千島に関

する子ども向けの絵本や物語、歴史や自然、動物の本、写真集、高校生が取

材・制作したDVDなどを集めました。 

『ジョバンニの島』とともに、映画の折々に出てくる『銀河鉄道の夜』も

並べました。映画の主人公の幼い兄弟、純平と寛太の名は、亡くなったお母

さんが好きだったこの物語の登場人物、ジョバンニとカムパネルラからつけ

られました。また『銀河鉄道の夜』は、作者である宮沢賢治の、花巻から樺

太への旅がモチーフになったとも考えられています。 

大人向けには、元島民の手記や紀行文、北方四島の写真集、終わらなかっ

た戦争を題材にしたルポルタージュ、小説などの関連本を揃えました。そし

てこの展示目録の巻末には、当館の蔵書や雑誌記事のやさしい検索方法も付

録として掲載しました。 

８月は「北方領土返還要求運動強調月間」です。どうぞごゆっくりご覧く

ださい。 

 
 



★☆★ 『ジョバンニの島』と『銀河鉄道の夜』 ★☆★ 

No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 分野 
請求記号 

資料番号 

1 

ジョバンニの島 日本音楽事業者協会創立50 周年記念作品 

 ［東京］ 日本音楽事業者協会 ［2014］ 15p 21×30cm 

 2014 年2 月日本公開作品 映画パンフレット           

映画 
778.2/J 

1111419915 

2 
ジョバンニの島 

 杉田成道∥著 東京 集英社 2014．2 315p 19cm 
原作小説 

F/SU/ｲ 

1111289219 

3 

ジョバンニの島 みらい文庫版 

 杉田成道∥原作 五十嵐佳子∥著 プロダクション・アイジー∥絵 

 東京 集英社 2014．3 185p 18cm （集英社みらい文庫）  

ノベライズ 

(児童書) 

小３～ 

J913.8/I 

1111354476 

4 

銀河鉄道の夜 

 佐藤国男∥木版画 宮沢賢治∥原作 斉藤征義∥編・構成 

 札幌 北海道新聞社 2008．3 48p 31cm  新装版 

絵本 
J913.8/SA 

1109008415 

5 

銀河鉄道の夜 

 佐藤国男∥木版画 宮沢賢治∥原作 斉藤征義∥編 改訂復刻版 

 札幌 北海道新聞社 1996．4 47p 31cm 

絵本 
J913.8/SA/ｲ 

1110805502 

6 

銀河鉄道の夜 

 佐藤国男∥木版画 宮沢賢治∥原作 斉藤征義∥文 

 札幌 北海道新聞社 1984．12 45p 31cm 

絵本 
J913.8/SA 

1103234330 

7 
宮沢賢治「銀河鉄道」への旅 

 萩原昌好∥著 東京 河出書房新社 2000．10 231p 20cm          
文学 

910.268/MI 

1106143660 

8 

宮沢賢治とサハリン 「銀河鉄道」の彼方へ 

 藤原浩∥［著］ 東京 東洋書店 2009．6 63p 21cm （ユーラシア・ブッ 

クレット No．137）  本書関連年譜：p62           

文学 
910.268/MI 

1109518355 

                                   ★☆★ 幼児から小学生向け ★☆★         ※「対象学年」はおおよその目安

No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
分野 

対象学年 

請求記号 

資料番号 

9 

ばあちゃんのしべとろ 

 みふねしよこ∥ぶん はやしまきこ∥え 

 根室 北海道根室支庁地域政策部北方領土対策室 2002．3 1 冊 31cm

 平成十三年度北海道根室支庁地域政策推進事業「四島（しま）とわたし」 

絵本コンクール最優秀作品 

絵本 
J329.23/B/ｲ 

1106578857 

10 

ばあちゃんのしべとろ わたしのふるさとは「北方領土」 

 みふねしよこ∥ぶん はやしまきこ∥え 

 東京 瑞雲舎 2004．2 30p 28cm 

 ＊根室支庁地域政策部北方領土対策室刊に序文を加え再編集 

絵本 
J329.23/B 

1107555698 

  



No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
分野 

対象学年 

請求記号 

資料番号 

11 

ばあちゃんのしべとろ ”Бабушкина родина－Сиб

зторо” 

 みふねしよこ∥ぶん はやしまきこ∥え 

 根室 北海道根室支庁地域政策部北方領土対策室 2003 1 冊 31cm 

 ロシア語・日本語併記版 平成13 年度北海道根室支庁地域政策推進事 

業「四島（しま）とわたし」絵本コンクール最優秀作品 

絵本 
J329.23/B/ｲ 

1106622044 

12 
マーちゃんは国後（くなしり）うまれ 

 富山末子∥文 松永弘子∥絵 根室 富山末子 2005．2 1 冊 31cm    
絵本 

J329.23/MA 

1108608306 

13 

サーシャ 「四島（しま）とわたし」絵本コンクール最優秀作品 

 あべゆきこ∥え・ぶん 

 根室 北海道根室支庁地域政策部北方領土対策室 2003．3 1 冊 31cm

 平成14 年度北海道根室支庁地域政策推進事業 

絵本 
J913.8/A/ｲ

1106620238 

14 
エトピリカの海 

 本田哲也∥作 東京 偕成社 1998．6 1 冊 22×27cm 
絵本 

J913.8/HO 

1105259772 

15 

ラッコ 

 久保敬親∥写真・文 東京 新日本出版社 2010．6 32p 21×22cm 

 （北国の野生動物） 

絵本 
J913.8/KU 

1109808558 

16 

エトピリカのぼうけん 

 親子読書会エトピリカ∥さく・え 

 根室 親子読書会エトピリカ 2003．7 1 冊 30cm           

絵本 
J913.8/O 

1106898032 

17 

北方四島のいきものたち 自然の楽園 

 佐藤正人∥絵・文 

 根室 北海道根室支庁地域政策部北方領土対策室 2004．3 1 冊 31cm

 ハードカバー 第3 回（平成15 年度）北海道根室支庁地域政策推進事業

「四島（しま）とわたし」絵本コンクール最優秀作品           

絵本 
J913.8/SA 

1107553594 

18 

ひろくんの地図帳 

 佐藤正人∥絵・文 三戸部祥子∥絵 

 根室 北海道根室支庁地域政策部北方領土対策室 2005．3 1 冊 30cm

 第4 回（平成16 年度）北海道根室支庁地域政策推進事業「四島（しま）と 

わたし」絵本コンクール最優秀作品           

絵本 
J913.8/SA 

1108560747 

19 

氷の海に 8 時間 ある兵士の死とのたたかい 

 高橋宏幸∥作・絵 

 東京 ＰＨＰ研究所 2005．7 1冊（ページ付なし） 24×24cm （ＰＨＰにこ

にこえほん） 

絵本 
J913.8/TA 

1108769124 

20 

ゴールをめざせ 

 野島好夫∥シナリオ 吉本どんど∥画 北方領土問題対策協会∥監修 

 東京 漫画社 1989 50p 26cm 

北方領土 

（漫画） 

小１～ 

329.23/G/ｲ 

1101012456 

21 

ほっぽうりょうど 小学生のよみもの 

 北方領土啓発資料編纂委員会∥編 改訂21 版 

 札幌 北方領土復帰期成同盟 2004．3 97p 21cm           

北方領土 

小３～ 

J329.23/HO/21

1108617141 

22 
アイヌ・北方領土学習にチャレンジ ワークブック 

 平山裕人∥著 東京 明石書店 2005．1 228p 26cm           

北方領土 

小５～ 

J210.1/A 

1107952689 

23 
領土を考える 2 日本の領土問題を考える 

 京都 かもがわ出版 2013．2 47p 27cm 

北方領土 

小３～ 

J329.23/R 

1111361125 

  



No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
分野 

対象学年 

請求記号 

資料番号 

24 

青少年のための日本の領土・北方領土 

 根室市役所北方領土対策室領土対策係∥編集 

 根室 根室市 2008．1 39p 30cm 

 共同刊行：北方領土問題対策協会（東京都）           

北方領土 

小５～ 

J329.23/NE 

1109328821 

25 

どうなるの？日本の領土 尖閣・竹島・北方領土 ゆかちゃんの学習ノート

 武内胡桃∥作 かなき詩織∥画 

 東京 ハート出版 2013．9 126p 21cm 

北方領土 

小５～ 

J329.23/D 

1111391585 

26 

北海道の童話 2 

 日本児童文学者協会『県別ふるさと童話館』編集委員会∥編 

 東京 リブリオ出版 1998．4 191p 22cm （愛蔵版県別ふるさと童話館 

1－2） 

 社団法人日本児童文学者協会創立五〇周年記念出版 

＊「わたしのふる里は千島」（沢田けい子著）所収 

物語 

小３～ 

J913.8/NI/2 

1105258121 

27 

海の金魚 

 ひろはたえりこ∥作 吉川聡子∥絵 

 東京 あかね書房 2004．9 189p 21cm （あかね・ブックライブラリー 9）

 ＊少年広夢（ひろむ）が時空を越え、色丹島で「ひさし」と出会い夢をもらうお話 

物語 

小５～ 

J913.8/HI 

1107936799 

28 

望郷の島を駆ける馬 

 新開ゆり子∥作 北島新平∥画 

 東京 ほるぷ出版 1984．6 271p 21cm （ほるぷ創作文庫） 

物語 

小５～ 

J913.8/SH/ﾛ 

1103234660 

 

 

   

                                      ★☆★ 中高生向け ★☆★              ※「対象学年」はおおよその目安

No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
分野 

対象学年 

請求記号 

資料番号 

29 

思い出のわが故郷北方領土 若い世代に伝えたい 歴史編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 2003．3 245p 21cm 

 北方領土歴史年表：p231〜243 文献：p245 

北方領土 

中学～ 

329.23/O/ｲ 

1106630302 

30 
思い出のわが故郷北方領土 若い世代に伝えたい 自然編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 2004．3 217p 21cm 

北方領土 

中学～ 

329.23/O/ｲ 

1107563288 

31 
思い出のわが故郷北方領土 若い世代に伝えたい 行政・生活編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 2005．3 143p 21cm 

北方領土 

中学～ 

329.23/O/ｲ 

1108567833 

32 
思い出のわが故郷北方領土 若い世代に伝えたい 返還運動編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 2006．3 143p 21cm 

北方領土 

中学～ 

329.23/O/ｲ 

1108806181 

33 

私たちの北方領土 中学生の読みもの 

 北方領土啓発資料編纂委員会∥編集 改訂20 版 

 札幌 北方領土復帰期成同盟 2003．3 111p 21cm           

北方領土 

中学～ 

J329.23/HO 

1107944025 

34 

北方領土高校生が聞いた 202 話 

 北海道根室高等学校地理研究部∥著 

 東京 日本教育新聞社出版局 1991．4 272p 19cm 

北方領土 

高校～ 

291.23/HO 

1111005870 

  



No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 
分野 

対象学年 

請求記号 

資料番号 

35 

その海の向こうに 私たちが録った北方四島 ［電子資料］  

 北海道高等学校文化連盟放送専門部・プロジェクト４∥制作 

 ［札幌］ 北海道総務部北方領土対策本部 2006 

 ＤＶＤ（ＲＯＭ）１枚 12cm 

 高校生が制作した北方領土問題啓発番組  

北方領土 

高校～ 

DVD//40 

1300287214 

36 

“北方領土を考える”高校生弁論大会の記録 第28 回（平成25 年度） 

 北方領土復帰期成同盟∥［編］ 

 札幌 北方領土復帰期成同盟 ［2014］ 20p 30cm 

北方領土 

高校～ 

329.23/HO/28-ｲ

1111415103 

★☆★ 大人向け ★☆★ 

No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 分野 
請求記号 

資料番号 

37 

根室・千島の歴史と自然を 21 世紀の子どもたちへ 特別展 

 根室市博物館開設準備室∥編 

 根室 根室市博物館開設準備室 2001．6 55p 30cm 

図録 
069/NE 

1106458845 

38 

変わる日ロ関係 ロシア人からの 88 の質問 

 安全保障問題研究会∥編 

 東京 文芸春秋 1999．9 230p 18cm （文春新書）           

日ロ関係 
210.18/KA 

1106092800 

39 

北海道を守った占守島の戦い 

 上原卓∥［著］ 

 東京 祥伝社 2013．8 252p 18cm （祥伝社新書）           

歴史 
210.54/HO 

1111384770 

40 

千島はだれのものか 先住民・日本人・ロシア人 

 黒岩幸子∥［著］ 

 東京 東洋書店 2013．12 63p 21cm （ユーラシア・ブックレット no．186）

歴史 
219.2/C 

1111398762 

41 

懐かしの千島 写真集 

 写真集懐かしの千島編纂委員会∥編 

 東京 国書刊行会 1981．9 220p 31cm 

歴史 

写真集 

219.2/SH/ｲ 

1101850418 

42 
北方四島・千島・樺太 地図で語る戦前・戦中・戦後 

 篭瀬良明∥著 東京 古今書院 1995．3 171p 21cm           
地理 

291.038/HO 

1101099545 

43 千島縦断 北海道新聞社∥編 札幌 北海道新聞社 1994．8 153p 22cm 紀行 
291.23/C 

1101067336 

44 
北方四島紀行 

 井出孫六，石川文洋∥著 東京 桐原書店 1993．3 263p 20cm 
紀行 

291.23/HO 

1101809562 

45 

目で見る北方四島の実像 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 1996 115p 21×30cm 

 製作：北方ライブラリー製作委員会 

写真集 
291.23/ME 

1111059083 

46 

戦前の北方四島写真収録集 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 2013．3 189p 31cm 

 付：ＣＤ－ＲＯＭ（1 枚 12cm）           

写真集 
291.23/SE 

1111355754 

47 
たらく物語 その風土とくらし 

 富山清人∥編集 根室 富山清人 2005．9 100p 21cm 
地誌 

291.23/TA/ｲ 

1108597038 

  



No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 分野 
請求記号 

資料番号 

48 
北方四島 択捉島＋国後島＋色丹島＋歯舞群島 

 山本将文∥写真 東京 第三書館 1991．4 79p 21×30cm          
写真集 

291.23/Y 

1101809653 

49 

千島列島の山を目指して 知床、千島、カムチャッカ紀行 

 大谷和男∥著 

 伊丹 牧歌舎 星雲社（発売） 2006．12 242p 22cm 

 付属資料：ＤＶＤビデオディスク（1 枚 12cm）           

紀行 
291.92/C 

1108769496 

50 

北千島の自然誌 

 寺沢孝毅∥著 

 東京 丸善 1995．6 223p 19cm （丸善ブックス） 

 文献：p219〜220 千島列島略年表：p221〜223 

地誌 
291.92/TE 

1111003800 

51 

元島民が語るわれらの北方四島 産業編 

 千島歯舞諸島居住者連盟∥編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 1989 398p 地図 22cm 

北方領土 
329.23/C 

1100305174 

52 

われらの北方四島 元島民が語る 生活編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 1991 401p 22cm 

 付：図（1 枚） 文献：p399〜401 

北方領土 
329.23/C 

1100305190 

53 

われらの北方四島 元島民が語る 総集編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 1994 450p 22cm 

 付：歯舞．色丹．国後．択捉各島要図（1 枚） 文献：p447〜450         

北方領土 
329.23/C 

1101058772 

54 

元島民による北方領土返還運動のあゆみ 

 千島歯舞諸島居住者連盟∥編集 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 1997 265p 27cm 

 北方領土と千島連盟の年表：p219〜265 

北方領土 
329.23/C 

1111096523 

55 

われらの北方領土 2013 年版 

 東京 外務省 ［2014］ 43，76p 26cm 

 日ソ国交回復以後の日ソ・日露関係主要事項年表：巻末p56〜76 

北方領土 
329.23/G/H25-ｲ

1111282255 

56 

北方領土Ｑ＆Ａ80 

 下斗米伸夫∥著 

 東京 小学館 2000．1 253p 16cm （21 世紀論点シリーズ）（小学館文庫）

北方領土 
329.23/HO 

1106098468 

57 

「北方領土」上陸記 

 上坂冬子∥著 東京 文芸春秋 2005．11 292p 16cm （文春文庫） 

 北方領土問題関連年表：p284〜290 文献：p291〜292           

北方領土 
329.23/HO 

1108592286 

58 

「北方領土問題」読本 どう解決すべきか？ 

 小笠原信之∥著 

 東京 緑風出版 2012．12 189p 21cm （プロブレムＱ＆Ａ）         

北方領土 
329.23/HO 

1111273098 

59 

自由訪問実施報告書 北方領土問題対策協会補助事業 平成25 年度 

 千島歯舞諸島居住者連盟∥編 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 2014．2 144p（図版共） 30cm       

北方領土 
329.23/HO/H25

1111406409 

60 

北方領土今日は何の日？ 

 北海道立北方四島交流センター（ニ・ホ・ロ）説明員グループ∥編 

 根室 北海道立北方四島交流センター 2003．2 1 冊 15cm 

北方領土 
329.23/HO/ｲ 

1106611419 
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61 

いま知りたい学びたい日本の領土と領海 写真と図解で日本の領土がよく

わかる！ 

 高橋和夫∥著 

 東京 日本文芸社 2012．11 113p 26cm （にちぶんＭＯＯＫ）        

北方領土 
329.23/I 

1111273627 

62 

観考（かんこう） 北方四島編 

 根室商工会議所婦人会∥編 

 根室 根室商工会議所婦人会 1999．12 55p 30cm 

北方領土 
329.23/KA/ｲ 

1106505389 

63 

北の島はいま 第15 回記念風景の会絵画展 北方四島を描く 

 北の島はいま 

 風景の会∥編集 ［名古屋］ 風景の会 2000 119p 22cm 

 根室展（会期：2000 年7 月18 日〜23 日 会場：根室市総合文化会館） 

 共同刊行：中日新聞社 会期・会場：2000 年7 月18 日（火）〜23 日（日） 

ほか 根室市総合文化会館多目的ホールほか 主催：北方領土隣接地 

域振興対策根室管内市・町連絡協議会ほか 

北方領土 

絵画 

329.23/KI 

1108735075 

64 

北の隣人 こんにちは！ズドラーストヴィチェ！ 2013 

 北海道北方領土対策根室地域本部北方領土対策室∥編 

 根室 北海道北方領土対策根室地域本部北方領土対策室 ［2014］ 24p 

 30cm 

 北方四島交流事業、地域政策推進事業など           

北方領土 
329.23/KI/H25 

1111411599 

65 
日本の国境を直視する 2 竹島・北方領土 

 山本皓一∥写真・文 東京 ベストセラーズ 2012．12 214p 21cm 
北方領土 

 329.23/NI 

1111273452 

66 
日本固有の領土北方領土をとりもどす 北方領土問題がわかるＱ＆Ａ 

 日本会議事業センター∥編 東京 明成社 2013．3 56p 21cm       
北方領土 

329.23/NI 

1111360952 

67 

ロシアから見た北方領土 日本から見れば不法でも、ロシアにとっては合法 

 岡田和裕∥著 

 東京 潮書房光人社 2012．7 240p 16cm （光人社ＮＦ文庫）        

北方領土 
329.23/R 

1111240311 

68 
忍従の海 北方領土引揚げ者慟哭の叫び 

 吉浦千∥編著 ［福岡］ ［吉浦千］ 1990 76p 21cm （Ｓ，Ｙ，PＡＭPＨ）  
北方領土 

329.23/Y 

1100300407 

69 
北千島占守島の五十年 

 池田誠∥編 東京 国書刊行会 1997．7 322p 22cm           
戦記 

390.4/KI 

1105164139 

70 

北千島とシベリア抑留の日々 

 風間末次郎∥著 

 札幌 旭図書刊行センター 2001．12 139p 21cm 千島列島年表：巻末 

戦記 
390.4/KI/ｲ 

1109041291 

71 

北千島日記 大戦下、北の最前線で従軍医師が見たもの 

 内藤 史朗∥著 

 つくば ＳＴＥP 1996．6 271p 22cm  参考年表：p270〜271         

戦記 
390.4/NA 

1111061667 

72 
一九四五年夏最後の日ソ戦 

 中山隆志∥著 東京 中央公論新社 2001．7 266p 16cm （中公文庫）  
戦記 

390.4/SE 

1106151473 

73 
一九四五年夏最後の日ソ戦 

 中山隆志∥著 東京 国書刊行会 1995．7 230p 20cm 
戦記 

390.4/SE/ｲ 

1111013916 
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74 

知床・北方四島 カラー版 流氷が育む自然遺産 

 大泰司紀之∥著 本間浩昭∥著 

 東京 岩波書店 2008．5 195，1p 18cm （岩波新書） 文献：巻末p1 

自然 
402.9111/SH110

9033108 

75 

寒流が結ぶ生命 北海道からベーリング海 寺沢孝毅写真集 

 寺沢孝毅∥写真・文 

 東京 文一総合出版 2011．4 95p 26cm （ＢＩＲＤＥＲ ＳＰＥＣＩＡＬ） 

動物 

写真集 

481.7/KA 

1110248539 

76 

北方四島北の海の生きものたち 

 小林万理∥編集・監修 

 札幌 北の海の動物センター 2003．2 48p 19×26cm ロシア語併記 

 ロシア語書名：Обитатели северного моря  

動物 

写真集 

482.123/HO 

1108548791 

77 

週刊日本の天然記念物 北海道ガイドブック編 大雪山・釧路湿原・北方四島 

 東京 小学館 2003．5 35p 30cm 

 付：立体動物模型.公式トレーディングカード 

動物 
482.9/SH/46 

1106894981 

78 

エトピリカ 

 片岡義広∥著 札幌 北海道新聞社 1998．7 94p 21cm 

 北千島のエトピリカ：p68～73 

鳥類 
488.6/E 

1111121685 

79 

海のけもの達の物語 オットセイ・トド・アザラシ・ラッコ 

 和田一雄∥編著 

 東京 成山堂書店 2004．2 172p 19cm 文献：p169〜170 

動物 
489.59/U 

1108584242 

80 
北方四島温故知新 ちょっと覗いてきた我が領土 

 請川昌之∥著 札幌 寒地港湾技術研究センター 2003．4 54p 30cm 
港湾 

683.9/H0/ｲ 

1106898891 

81 
厳寒の地北千島の郵便局物語 

 坂本木八郎∥著 東京 文芸社 2011．7 200p 21cm 
郵便史 

693.292/G 

1110254438 

82 
サハリン・北方四島 歌え！ゆたかなる四季 後藤昌美写真集 

 後藤昌美∥著 札幌 北海道新聞社 1992．4 1 冊 19×26cm 
写真集 

748/G 

1111012371 

83 
千島文学の旅 幕末から明治へ 

 木原直彦∥著 札幌 共同文化社 2001．10 306p 図版12p 21cm     
文学 

910.26/KI 

1106151861 

84 

還りなん国後島 伊藤傳一郎句集 

 伊藤傳一郎∥著 

 ［印刷地不明］ テンプリント（印刷） 2005．9 95p 19cm           

俳句 
911.368/I 

1108610906 

85 
北方領土 川柳合同句集 第2 集 

 北方領土川柳社∥［編］ 札幌 北方領土川柳社 2001．1 167p 21cm   
川柳 

911.46/HO/2 

1106505959 

86 
色丹の女 

 傳法谷英丸∥著 幌延町（留萌） 専人社 1971 394p 18cm         
小説 

F/D 

1103399554 

87 
色丹島 小説 

 北条紫陽∥著 京都 法蔵館（製作・発売） 1990．5 302p 20cm 
小説 

F/HO/ｲ 

1109005676 

88 
終わらざる夏 上 

 浅田次郎∥著 東京 集英社 2010．7 467p 20cm 
小説 

F/A/1-ｲ 

1109804532 

89 
終わらざる夏 下 

 浅田次郎∥著 東京 集英社 2010．7 458p 20cm 
小説 

F/A/2-ｲ 

1109804508 

  



No 書名・著者名・出版地・出版者・出版年・形態等 分野 
請求記号 

資料番号 

90 
八月十五日の開戦 

 池上司∥著 東京 角川書店 2000．5 345p 20cm 
小説 

F/I 

1106098856 

91 

北のふるさと 墳墓の地、北方領土よ返れ！ 実話小説 

 河辺リツ∥著 

 仙台 創栄出版 東京 星雲社（発売） 2014．2 377p 20cm 

小説 
F/KA 

1111409817 

92 
還らざる島 北方領土の真実 北海みちお∥著 

 東京 文芸書房 2007．5 276p 19cm 付：図（2 枚） 
小説 

F/KI 

1108804699 

93 
エトロフの教室 

 高田彌彦∥著 東京 文芸社 2010．12 321p 20cm           
小説 

F/TA 

1109976629 

94 
色丹島記 

 長見義三∥著 増補新版 東京 新宿書房 2005．10 341p 19cm 
紀行文学 

915.6/O/ｲ 

1108597137 

95 

わが北千島記 占守島に生きた一庶民の記録 

 別所二郎蔵∥著 

 東京 講談社 1977．8 395p 図 肖像 20cm  年譜：p389〜392      

記録・手記 
916/B 

1103274047 

96 

回想の北千島 別所二郎蔵随想録 

 別所二郎蔵∥［著］ 別所夫二∥編 

 札幌 北海道出版企画センター 1999．8 216p 19cm 

記録・手記 
916/B/ｲ 

1106126996 

97 

流氷の海に女工節が聴える 

 合田一道∥著 

 東京 新潮社 1980．8 267p 20cm  参考文献：p264 

記録・手記 
916/G 

1103274120 

98 
禁じられた島へ 家族って何だろう 

 岸本葉子∥［著］ 東京 光文社 2001．7 182p 16cm （知恵の森文庫）  
記録・手記 

916/KI 

1106149170 

99 
禁じられた島へ 国後・色丹の旅 

 岸本葉子∥著 東京 凱風社 1992．4 205p 18cm 
記録・手記 

916/KI/ｲ 

1111344071 

100 

8 月17 日、ソ連軍上陸す 最果ての要衝・占守島攻防記 

 大野芳∥著 

 東京 新潮社 2008．2 284p 20cm  文献：p282〜284 

記録・手記 
916/O 

1109027787 

101 
わが夕張わがエトロフ ルポ・エッセイ集 

 佐々木譲∥著 札幌 北海道新聞社 2008．9 243p 19cm  
記録・手記 

916/SA 

1109055077 

102 

千島アイヌの軌跡 

 ザヨンツ・マウゴジャータ∥著 

 浦安 草風館 2009．3 178，12p 20cm  文献：巻末p1〜12 

アイヌ民族 
ｱ.2/C 

1109381275 

103 
コロポックルとはだれか 中世の千島列島とアイヌ伝説 

 瀬川拓郎∥著 東京 新典社 2012．5 127p 18cm （新典社新書） 
アイヌ民族 

ｱ.2/KO 

1110819347 

104 

「北方四島」のアイヌ語地名ノート 松浦武四郎「山川図」による 

 榊原正文∥著 

 札幌 北海道出版企画センター 1994．3 334p 17cm 付：地図（4 枚） 

アイヌ語 

地名 

ｱ.29/HO 

1101046231 

105 

アイヌ・モシリ アイヌ民族から見た「北方領土返還」交渉 

 アイヌ・モシリの自治区を取り戻す会∥編 

 東京 御茶の水書房 1992．11 336p 21cm 

アイヌ民族 
ｱ.31/A 

1101956439 
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106 

北方領土ってどんなところ?  小学生用学習資料 2014 年版 

 [北方領土復帰期成同盟∥編]  

 札幌 北方領土復帰期成同盟 [2014] 8p 30cm  

小学生向 パンフレット 

107 

わたしたちの北方領土 

 〔札幌〕 千島歯舞諸島居住者連盟 〔201-〕 1 枚 21×30cm（折りたたみ

21cm） 

小学生向 リーフレット 

108 

北方領土問題を学ぼう 中学生用北方領土問題学習資料 2014 年版 

 [北方領土復帰期成同盟∥編] 

 札幌 北方領土復帰期成同盟 [2014] 8p 30cm  

中学生向 パンフレット 

109 

わたくしたちの北方領土 

 札幌 千島歯舞諸島居住者連盟 〔201-〕 1 枚 21×30cm（折りたたみ 

22cm） 

中学～ リーフレット 

110 

北方領土 考えようみんなで解決北方領土  

 札幌 北方領土問題対策協会 2013.12 1 枚 26×73cm(折りたたみ 

26cm) 

  

 
リーフレット 

111 

北方領土返還要求運動のシンボルの花「千島桜」のシール 

 〔北方領土復帰期成同盟〕 

 ＊北方領土復帰期成同盟が平成15 年度に公募し選定したもの 

  シート 

112 

ジョバンニの島  一般財団法人日本音楽事業者協会創立50 周年記念作品 

 〔東京〕 〔日本音楽事業者協会〕 2014  1 枚  26cm 

 2014 年8 月6 日（水）ブルーレイ＆DVD 発売用チラシ 

  チラシ 

            配布用パンフレット類の提供協力：北海道総務部北方領土対策本部 

 
  



付録 更に深めたい人のために 

１ 関連サイト 

・映画『ジョバンニの島』公式サイト http://wwws.warnerbros.co.jp/giovanni/ 

・北海道総務部北方領土対策本部  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/ 
    関係機関・団体のリンク集や、写真・映像資料ほか各種情報 
・北方領土問題対策協会  http://www.hoppou.go.jp/ 

     映画の主人公のモデルとなった得能宏さんをはじめとする、元島民の方々へのインタビュー動画ほか 

２ 北海道立図書館の蔵書を探す 

  北方資料室では、北海道、旧樺太、千島に関する資料を網羅的に収集しており、展示資料以外

にも、北方領土関係資料を多数所蔵しています。当館ＨＰの蔵書検索の方法をご案内します。 

 (1) 分類から探す 
北方領土問題の分類は「329.23」
です。 
 
「詳細検索」画面の分類欄に

「329.23」を、所蔵館は「北方」

をチェックして検索します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2) 言葉から探す 
「フリーワード検索」がおすす

めです。 
 
スペースで区切れば、複数の言

葉を掛け合わせできます。 
 
 
 例：「北方領土 返還」で検索 
 
       
 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/


 
(3) 雑誌の記事を探す 

北方資料室で所蔵している雑誌

の目次が検索できます。 
 
詳細検索画面の「雑誌記事」欄

に入力 
 
 
 
例：「北方四島 自然」で検索 
 
 
 

 
(4) デジタルライブラリーで探す  【 HPトップ ＞ 北方資料デジタル・ライブラリー 】 

言葉や地域などから検索でき

ます。 
 
 
 
 
例：タイトル「千島」で検索 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5) 人物を調べる 

   「北海道人物文献目録」で検索  【 HPトップ ＞ 北方資料室 ＞ 北海道人物文献目録 】 
 
    

Web ページの検索窓に人名

を入力して検索 
 
 
                     

例：「高岡直吉」で検索 
※千島調査を実施、 

初代札幌市長 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
その人物が掲載されている資料名、掲載箇所等がヒット 

 
 
(6) レファレンス・サービス（調査相談）を利用する 

    北方資料室では、北海道、旧樺太、千島に関する調べもののお手伝いをしています。お気軽

にお問い合わせください。 
  



道立図書館に  

地域資料をご寄贈ください  
 

☆まちを知り、暮らしに役立て、未来に伝えるために☆ 
  
 道立図書館では、次のような北海道及び旧樺太・千島に係る資料を収集していま

す。身近にある暮らしの問題の解決や様々な調査研究のために、次世代へのまちの

記録として、大切に保存していきます。 
                  
  こんな資料を集めています 

    

郷土の資料・・・古文書、古地図、研究書等  

行政の資料・・・市町村要覧、市町村史、市   

町村広報、議会だより、行 

政で発行した報告書、パン 

フレット類等 

企業や団体の資料・・・会社案内、町内だより、 

活動報告、記念誌等  
学校等の資料・・・学校要覧、記念誌、副読  

本、学校だより、先生や生徒が授業等で作成した地域の歴史や暮らしに関す 

る資料等 

その他の資料・・・まちで開催された講演会の配付資料、報告書、イベント案内や観光パ 

ンフレット、まちを紹介した絵はがき、ポスター等 

個人で作成または発行した資料・・・同人誌、自分史、研究報告等    

   

 

   資料の形態 

図書・雑誌・新聞・パンフレット・写真・絵葉書・地図・ＣＤ・ＤＶＤ等 

 

          まちとまちの人たちを記録していこう 

北方資料室は、北海道にかかわる資料を集めています 

 

   

お問い合わせ先  北海道立図書館 北方資料室 

          〒069－0834 江別市文京台東町41 

             TEL  011-386-8521  FAX 011-386-6906 
 

※保存用と貸出用に２部いただければ幸いです。販売している場合は購入しますので、出版情報をお知らせください。 
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