
資料コード タイトル 著者名　 出版社 出版年

1110961545 ファンタジーと英国文化 安藤聡／著 彩流社 2019

1106962739 ファンタジーの世界 池田 紘一／編 九州大学出版会 2002

1101842159 ファンタジーの冒険 小谷 真理／著 筑摩書房 1998

1108248152 ファンタジーの歴史 リン・カーター／著 東京創元社 2004

1101931010 ファンタジー文学入門 ブライアン・アトベリー／著 大修館書店 1999

1110371976 見えない世界の物語 大澤 千恵子／著 講談社 2014

1108732171 作品を読んで考えるイギリス児童文学講座 1~4 中野 節子／著 JULA出版局 2009

1108049196 妖精物語について J.R.R.トールキン／著 評論社 2003

1108560903 「ナルニア国物語」の秘密 デヴィッド・C.ダウニング／著 バジリコ 2008

1110416797 J.R.R.トールキン-世紀の作家 トム・シッピー／著 評論社 2015

1106115114 エンデの贈りもの 堀内 美江／編著 河出書房新社 1999

1107051045 くまのプーさん英国文学の想像力 安達 まみ／著 光文社 2002

1108788579 グリフィンとお茶を 荻原 規子／著 徳間書店 2012

1108748128 ゲド戦記研究 織田 まゆみ／著 原書房 2011

1110375423 だれも知らないムーミン谷 熊沢 里美／著 朝日出版社 2014

1108500990 ナルニア国物語解読 安藤 聡／著 彩流社 2006

1108556331 ハリー・ポッターとその時代 小林 矩子／著 武蔵野大学出版会 2008

1110363783 ファンタジー、空想の比較文化 伊藤 淑子／著 新水社 2014

1108285626 ファンタジーと歴史的危機 安藤 聡／著 彩流社 2003

1101800710 ファンタジーの世界 佐藤 さとる／著 講談社 1980

1100120474 ファンタジーの発想 小原 信／著 新潮社 1987

1100120615 ファンタジーの秘密 脇 明子／著 沖積舎 1991

1108126218 ファンタジーの魔法空間 井辻 朱美／著 岩波書店 2002

1111028385 ファンタジーを読む 井辻朱美／著 青土社 2019

1100120292 ファンタジー文学の世界へ 工藤 左千夫／著 成文社 1992

1108085778 ファンタジー万華鏡(カレイドスコープ) 井辻 朱美／著 研究社 2005

1108076835 身体で読むファンタジー 吉田 純子／編 人文書院 2004

1108009539 魔法のほうき 井辻 朱美／著 広済堂出版 2003

1108348812 魔法ファンタジーの世界 脇 明子／著 岩波書店 2006

1100750494 イギリス児童文学の作家たち 猪熊 葉子／著 研究社出版 1980

1110050547 グリム童話集200歳 小澤 俊夫／著 小澤昔ばなし研究所 2012

1100120441 ドイツの子どもの本 野村 泫／著 白水社 1991

1100446218 ファンタジーの系譜 杉山 洋子／著 中教出版 1979

1106406000 フランスの子どもの本 私市 保彦／著 白水社 2001

1106138017 メルヘンの履歴書 宮下 啓三／著 慶応義塾大学出版会 1997

1110984950 三宅興子<子どもの本>の研究 三宅興子／著 翰林書房 2019

1100120458 子どもの本の魅力 岡田 純也／著 KTC中央出版 1992

　◇◆◇ ファンタジー文学を知る ◇◆◇

　◇◆◇ 作品で読み解くファンタジー ◇◆◇

　◇◆◇ 児童文学とファンタジーの歴史 ◇◆◇

令和4年12月～令和5年1月 ミニコーナーリスト

「ファンタジーの道標」
みちしるべ

令和4年12月23日作成

令和4年12



資料コード タイトル 著者名 出版社 出版年

1101220554 子どもの本の歴史 上・下 J.R.タウンゼンド／著 岩波書店 1982

1108378405 時代(とき)を刻む児童文学 川上 蓉子／著 ドメス出版 2006

1110156773 少女たちの19世紀 脇 明子／著 岩波書店 2013

1108895010 日本における外国昔話の受容と変容 久保 華誉／著 三弥井書店 2009

1108971134 <子どもとファンタジー>コレクション 1～3 河合 隼雄／著 岩波書店 2013

1110941489 C.S.ルイスの読み方 A.E.マクグラス／著 教文館 2018

1106153347 M・エンデが読んだ本 ミヒャエル・エンデ／編 岩波書店 1996

1108770445 インクリングズ ハンフリー・カーペンター／著 河出書房新社 2011

1108060714 こころが織りなすファンタジー 藤沢 成光／著 てらいんく 2004

1105985582 ハリー・ポッターともうひとりの魔法使い マーク・シャピロ／著 メディアファクトリー 2001

1106028838 ひかわ玲子のファンタジー私説 ひかわ 玲子／著 東京書籍 1999

1108993757 ファンタジーと言葉 アーシュラ・K.ル=グウィン／[著] 岩波書店 2015

1101219648 ファンタジィの祝祭 舟崎 克彦／著 文化出版局 1981

1110422720 ファンタジーを書く ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／著 徳間書店 2015

1110395306 ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン トゥーラ・カルヤライネン／著 河出書房新社 2014

1106239104 ものがたりの余白 ミヒャエル・エンデ／[著] 岩波書店 2000

1110988563 暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて アーシュラ・K.ル=グウィン／著 河出書房新社 2020

1110409644 三人寄れば、物語のことを 上橋 菜穂子／著 他 青土社 2015

1110948682 森見登美彦 河出書房新社 2019

1111001499 童話作家のおかしな毎日 富安陽子／作 偕成社 2018

1110871322 物語と歩いてきた道 上橋 菜穂子／著 偕成社 2017

1110156179 物語ること、生きること 上橋 菜穂子／著 講談社 2013

1100751518 僕の冒険(ファンタジー) 斎藤 惇夫／著 日本エディタースクール出版部 1987

1108720051 いまファンタジーにできること アーシュラ・K.ル=グウィン／著 河出書房新社 2011

1100265980 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／著 佑学社 1991

1108507375 だから、子どもの本は面白い 広瀬 恒子／著 新日本出版社 2006

1101370326 ファンタジーと子どもの本 出雲路 猛雄／著 創樹社 1985

1110182241 ファンタジーのDNA 荻原 規子／著 理論社 2006

1108401785 子どもの本と<食> 川端 有子／編 玉川大学出版部 2007

1111033898 子どもの本のもつ力 清水真砂子／著 大月書店 2019

1110179148 石井桃子のことば 中川 李枝子／ほか著 新潮社 2014

1110467147 誰もがみんな子どもだった ジェリー・グリスウォルド／著 彩流社 2016

1108257542 読む力は生きる力 脇 明子／著 岩波書店 2005

1105595597 物語の楽しみ 加藤 静夫／[ほか]編著 ナカニシヤ出版 2001

1105912743 だから読まずにいられない 神宮 輝夫／監修 原書房 2000

1106114448 ほんとうはこんな本が読みたかった！ 神宮 輝夫／監修 原書房 2000

1110157649 映画にもTVにもなったファンタジー・ノベルの魅力 井辻 朱美／編著 七つ森書館 2013

1108274752 大人のための児童文学講座 ひこ・田中／著 徳間書店 2005

1108514298 大人のファンタジー読本 やまねこ翻訳クラブ／編 マッグガーデン 2006

　◇◆◇ ファンタジーと作家 ◇◆◇

　◇◆◇ 「ファンタジー」を読む楽しみ ◇◆◇

　◇◆◇ ファンタジー系読書のすゝめ ◇◆◇

　◇◆◇ 児童文学とファンタジーの歴史 ◇◆◇

令和4年12


