
本の夜会テーマ「ファンタジー」

テーマから連想した、物語・絵本・文学案内・実用書などの本を集めました！

●「本の夜会」で紹介された本、紹介された話を収録した本

No. 書名 著者名 出版者 分類

1 夏目 漱石∥著、金井田 英津子∥画 パロル舎

2 日本のおばけ話 川崎 大治∥著 童心社 （所蔵なし）

3 汐文社

4 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥作 三起商行

5 国書刊行会

6 レイ・ブラットベリ∥著 早川書房

7 レイ・ブラットベリ∥著 （所蔵なし）

8 　村上 春樹∥著 新潮社

9 ジル・バークレム∥作 出版ワークス

10 くまのパディントン マイケル・ボント∥作 福音館書店

11 福音館書店

12 霜月 りつ∥著 コスミック出版

●「ファンタジー」をテーマにした本※小説等のシリースは１巻のみ掲載

No. 書名 著者名 出版者 分類

1 　金原 瑞人∥編集・発行 　金原瑞人

2 世界昆虫神話 　篠田 知和基∥著 　八坂書房

3 世界魚類神話 　篠田 知和基∥著 　八坂書房

4 世界の神話大図鑑 　フィリップ　ウィルキンソン∥ほか著 　三省堂

5 　飯島 都陽子∥著　絵 　山と溪谷社

6 図説魔女の文化史 　セリヌ　デュ　シェネ∥著 　原書房

令和4年11月～12月一般展示コーナー図書リスト

第四夜（夢十夜より） F/ナ

花とひみつ
(SFショートストーリー傑作セレクション
ロボット篇より)

星 新一∥著
(日下 三蔵∥編) F/エ

E/ミ

稲生物怪録
(書物の王国18より) 『書物の王国』編纂委員会∥[編] 908 /シ/18

華氏451度、火星年代記
(世界SF全集13より) Z908/セ/13

10月はたそがれの国 東京創元社

納屋を焼く
(象の消滅より）

F/ム

野ばらの村の秋の実り
(野ばらの村の物語シリーズ) E/ノ(児童)

933/ボ(児童)

はりねずみともぐらのふうせんりょこう
アリソン・アトリーのおはなし集 アリソン/アトリー∥作 933/ア(児童)

神様の子守はじめました。1 YF/シ

BOOKMARK ブックマーク　03 Y019.5/フﾞ/3

164/シ

164/シ

164/セ

魔女の12カ月 387/イ

387/デ



No. 書名 著者名 出版者 分類

7 世界幻想動物百科 　トニー　アラン∥著 　原書房

8 世界怪異伝説事典 　えいとえふ∥著 　笠間書院

9 ドラゴン神話図鑑 　ジョナサン　エヴァンズ∥著 　柊風舎

10 モンスターの歴史 　ステファヌ　オードギー∥著 　創元社

11 がっかりなファンタジーせいぶつ事典 　緒方 裕梨∥絵 　新紀元社

12 魔導具事典 　山北 篤∥監修 　新紀元社

13 日本怪異伝説事典 　えいとえふ∥著 　笠間書院

14 日本異界図典 　朝里 樹∥監修

15 日本異類図典 　朝里 樹∥監修

16 日本の幻獣図譜 　湯本 豪一∥著 　東京美術

17 空想の絵本 　安野 光雅∥著 　講談社

18 旅館すずめや てくてく遠足日和 　雨宮 尚子∥著 　白泉社

19 ラストリゾート 　ロベルト  インノチェンティ∥絵

20 漂流物 　デイヴィッド  ウィーズナー∥作

21 アライバル 　ショーン  タン∥著 　河出書房新社

22 異世界ファンタジーの創作事典 　榎本 秋∥編著 　秀和システム

23 いまファンタジーにできること 　河出書房新社

24 ファンタジーを読む 　井辻 朱美∥著 　青土社

25 ファンタジー文学案内 　海野 弘∥著 　ポプラ社

26 グリフィンとお茶を 　荻原 規子∥著 　徳間書店

27 世界魔法道具の大図鑑 　バッカラリオ∥文 　西村書店

28 ファンタジーの世界地図 　東京堂出版

29 真夜中の庭 　みすず書房

30 　荻原 規子∥著 　理論社

31 世界少年少女文学　ファンタジー編 　定松 正∥編著 　自由国民社

32 少年少女の名作案内　日本の文学ファンタジー編 　佐藤 宗子∥編著 　自由国民社 909.3//

33 ファンタジーへの誘い 　徳間書店

34 蟲虫双紙 　福井 栄一∥編　現代語訳 　工作舎

388/ア

388/エ

388/エ

388/オ

Y388/カﾞ

388.0/マ

388.1/エ

　G.B. 388.1/ニ

　G.B. 388.1/ニ

388.1/ユ

723.1/ア

726.6/ア

　BL出版 726.6/イ

　BL出版 Y726.6/ウ

726.6/タ

Y901.3/エ

　アーシュラ　K.ル=グウィン∥著 901.3/ル

902.3/イ

902.3/ウ

Y902.3/オ

902.3/ハ

　ヒュー　ルイス=ジョーンズ∥編 902.3/フ

　植田 実∥[著] 909.3/ウ

ファンタジーのDNA 909.3/オ

909.3/サ

　TricksterAge編集部∥編 Y910.2/フ

918/ム



No. 書名 著者名 出版者 分類

35 　 　国書刊行会

36 中国奇想小説集 　井波 律子∥編訳 　平凡社

37 　ジョン ミンヒ∥著 　宙出版

38 インド神話物語マハーバーラタ　上下 　デーヴァダッタ　パトナーヤク∥文　画 　原書房

39 図説英国ファンタジーの世界 　奥田 実紀∥著 　河出書房新社

40 フラワーフェアリーズ 　シシリー  メアリー  バーカー∥作 　グラフィック社

41 魔法使いハウルと火の悪魔 　ダイアナ  ウィン  ジョーンズ∥作 　徳間書店

42 ニューヨークの魔法使い 　シャンナ　スウェンドソン∥著 　東京創元社

43 　評論社

44 　ミシェル　ペイヴァー∥作 　評論社

45 影との戦い 　岩波書店

46 ハリー・ポッターと賢者の石 　静山社

47 はてしない物語 　ミヒャエル  エンデ∥作 　岩波書店

48 星の王子さま 　岩波書店

49 　アンヌ　プリショタ∥著 　西村書店

50 愉しき夜 　ストラパローラ∥著 　平凡社

51 もうひとつの街 　ミハル　アイヴァス∥著 　河出書房新社

52 夜の写本師 　乾石 智子∥著 　東京創元社

53 ポーの話 　いしい しんじ∥著 　新潮社

54 精霊の守り人 　上橋 菜穂子∥作 　偕成社

55 空色勾玉 　荻原 規子∥作 　徳間書店

56 月の影影の海　上下 　講談社

57 　柏葉 幸子∥作 　講談社

58 じつは、わたくしこういうものです 　クラフト　エヴィング商会∥著 　平凡社

59 　珪素∥著

60 　講談社

61 だれも知らない小さな国 　佐藤 さとる∥作 　講談社

62 図書館の魔女　上下 　高田 大介∥著 　講談社

新編・日本幻想文学集成　1 918.6/シ/1

923/チ

ルーンの子供たち　1 929.1/シﾞ/1

929.8/イ/1、2

930.2/オ

931.7/ハ

Y933.7/シﾞ

Y933.7/ス

指輪物語　1 　J  R  R  トールキン∥[著] 933.7/ト/1

クロニクル千古の闇　1 Y933.7/ペ/1

　ル=グウィン∥作 933/ル-1(児童)

　J.K.ローリング∥作 933.7/ロ/1

Y943.7/エ

　サン=テグジュペリ∥作 953.7/サ

オクサ・ポロック　1 Y953.7/フﾟ/1

973/ス

989.5/ア

F/イ

F/イ

YF/ウ

YF/オ

　小野 不由美∥[著] YF/オ/1、2

霧のむこうのふしぎな町
地下室からのふしぎな旅
天井うらのふしぎな友だち

F/カ(児童)

F/ク

異修羅　1 　KADOKAWA YF/ケ/1

妖怪アパートの幽雅な日常　1 　香月 日輪∥[著] YF/コ/1

YF/サ

F/タ/1、2



No. 書名 著者名 出版者 分類

63 　田中 芳樹∥著 　光文社

64 かがみの孤城 　辻村 深月∥著 　ポプラ社

65 　橙乃 ままれ∥著 　エンターブレイン

66 　富安 陽子∥著 　講談社

67 家守綺譚 　梨木 香歩∥著 　新潮社

68 僕僕先生 　仁木 英之∥著 　新潮社

69 しゃばけ 　畠中 恵∥著 　新潮社

70 偉大なる、しゅららぼん 　万城目 学∥著 　集英社

71 　丸山 くがね∥著 　エンターブレイン

72 扉守 　光原 百合∥著 　文藝春秋

73 影を買う店 　皆川 博子∥著 　河出書房新社

74 ブレイブ・ストーリー　上下 　宮部 みゆき∥著 　角川書店

75 有頂天家族 　森見 登美彦∥著 　幻冬舎

76 　アルファポリス

77 　角川書店

78 ジャーニー 　アーロン　ベッカー∥作 　講談社

79 　福音館書店

王都炎上・王子二人　アルスラーン戦記1 YF/タ

F/ツ

まおゆう魔王勇者　1 YF/ト/1

天と地の方程式　1 YF/ト/1

F/ナ

F/ニ

F/ハ

F/マ

オーバーロード　1 YF/マ/1

F/ミ

F/ミ

F/ミ/1、2

F/モ

ゲート　1 　柳内 たくみ∥[著] YF/ヤ/1

彩雲国物語　新装版(1) 　雪乃 紗衣∥[著] YF/ユ/1

E/シﾞ(児童)

Michi みち 　junaida∥著 E/ミ(児童)
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