
請求記号 タイトル 著者 出版社 資料番号

H F1 ｲﾑ ベイスボイル・ブック 井村　恭一／著 新潮社 110183282

383 84 M1 美味しいアラビアンナイト 吉村　作治／著 ベストセラーズ 111312427

388 03 N6 幻想地名事典 山北　篤／監修 新紀元社 110718467

388 N7 知っておきたい伝説の英雄とモンスター 金光　仁三郎／監修 西東社 110922424

726 5 O2 おとぎ話の古書案内 海野　弘／解説・監修 パイインターナショナル 110897295

726 5 O3 加藤まさをのロマンティック・ファンタジー 加藤　まさを／画 国書刊行会 111650008

726 5 O6 宇野亞喜良ファンタジー挿絵の世界 宇野　亞喜良／著 パイインターナショナル 111762019

726 6 N4 白猫亭 宇野　亜喜良／著 小学館 110937273

726 6 N9 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／原作 リトルモア 111496303

726 6 O6 えんとつ町のプペル にしの　あきひろ／著 幻冬舎 111759353

902 ｲｼ ファンタジー・ブックガイド 石堂　藍／著 国書刊行会 110609534

902 ｲﾂ ファンタジーの魔法空間 井辻　朱美／著 岩波書店 110570744

902 ｵｷ グリフィンとお茶を 荻原　規子／著 徳間書店 111692067

902 ｵﾄ 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 110727104

902 ｺﾀ ファンタジーの冒険 小谷　真理／著 筑摩書房 110248150

902 ﾌﾘ ひと皿の小説案内 ディナ・フリード／著 マール社 111715256

909 ｲﾉ 大人に贈る子どもの文学 猪熊　葉子／著 岩波書店 111754552

929 ﾊﾄ 全訳千夜一夜　１ Ｒｉｃｈａｒｄ．Ｆ．Ｂｕｒｔｏｎ／訳著 集英社 110918323

930 ｲﾜ イギリス・ファンタジーへの旅 岩野　礼子／著 晶文社 110300688

930 ﾄﾙ 指輪物語ガイドブック イアン・ローソン／著 イースト・プレス 110532991

930 ﾛﾘ 小説「ハリー・ポッター」入門 フィリップ・ネル／著 而立書房 110534500

934 ｼﾐ 「ゲド戦記」の世界 清水　真砂子／〔述〕 岩波書店 110705795

937 ｼﾖ ダイアナ・ウィン・ジョーンズのファンタジーランド観光ガイド ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／著 東洋書林 110610268

993 ｺﾂ 羽根をなくした妖精 ユリヨ・コッコ／著 晶文社 110594157

F1 ｱｻ 夢うつつ あさの　あつこ／著 東京書籍 110787231

F1 ｲｼ 月のさなぎ 石野　晶／著 新潮社 110816204

F1 ｲｼ プラネタリウムのふたご いしい　しんじ／著 講談社 110574720

F1 ｲﾇ 双頭の蜥蜴（サラマンダー） 乾石　智子／著 講談社 111721809

F1 ｲﾇ ディアスと月の誓約 乾石　智子／著 早川書房 111639563

F1 ｲﾇ 竜鏡の占人 乾石　智子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111689956

F1 ｳｴ 精霊の守り人 上橋　菜穂子／作 偕成社 110063062

F1 ｳﾂ 信長あるいは戴冠せるアンドロギュヌス 宇月原　晴明／著 新潮社 110278520

F1 ｵｵ 二百年の子供 大江　健三郎／著 中央公論新社 110600368

F1 ｵｷ 空色勾玉 荻原　規子／作 福武書店 120078985

F1 ｵﾀ 増大派に告ぐ 小田　雅久仁／著 新潮社 110791126

F1 ｵﾀ 本にだって雄と雌があります 小田　雅久仁／著 新潮社 110891454

F1 ｵﾔ 戒 小山　歩／著 新潮社 110565579

F1 ｵﾝ エンド・ゲーム 恩田　陸／著 集英社 110682333

F1 ｵﾝ 蒲公英草紙 恩田　陸／著 集英社 110662905

F1 ｵﾝ 光の帝国 恩田　陸／著 集英社 110496148

F1 ｶｷ 隣のずこずこ 柿村　将彦／著 新潮社 111953576

F1 ｶｽ 1-1 本好きの下剋上　第１部〔１〕 香月　美夜／著 ＴＯブックス 111739280

F1 ｶｽ 1-2 本好きの下剋上　第１部〔２〕 香月　美夜／著 ＴＯブックス 111739298

F1 ｶｽ クロニカ 粕谷　知世／著 新潮社 110423621

F1 ｶﾂ さざなみの国 勝山　海百合／著 新潮社 110857844

F1 ｶﾜ 世界から猫が消えたなら 川村　元気／著 マガジンハウス 110898467

F1 ｷｼ 1 新世界より　上 貴志　祐介／著 講談社 110753753

F1 ｷｼ 2 新世界より　下 貴志　祐介／著 講談社 110753761

F1 ｷﾀ 昔、火星のあった場所 北野　勇作／著 新潮社 111300489

F1 ｸﾎ ブラック・ジャック・キッド 久保寺　健彦／著 新潮社 110748712

F1 ｸﾗ 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 110510088

F1 ｺｼ ボーナス・トラック 越谷　オサム／著 新潮社 110646882

F1 ｺﾔ 星の民のクリスマス 古谷田　奈月／著 新潮社 111663753

F1 ｻｲ 仮想の騎士 斉藤　直子／著 新潮社 110364254

大人も読みたいファンタジー



F1 ｻｲ 金春屋ゴメス 西条　奈加／著 新潮社 110678620

F1 ｻｴ 忘れ村のイェンと深海の犬 冴崎　伸／著 新潮社 111663761

F1 ｻｹ 後宮小説 酒見　賢一／著 新潮社 110940459

F1 ｻﾜ 黄金の王　白銀の王 沢村　凛／著 幻冬舎 110746435

F1 ｻﾜ ヤンのいた島 沢村　凛／著 新潮社 110215860

F1 ｼﾉ 前夜の航跡 紫野　貴李／著 新潮社 110816196

F1 ｼﾖ 蜂蜜秘密 小路　幸也／著 文藝春秋 111632683

F1 ｽｽ 青猫の街 涼元　悠一／著 新潮社 110215845

F1 ｽﾐ よるのばけもの 住野　よる／著 双葉社 111761649

F1 ｾｷ 絶対服従者（ワーカー） 関　俊介／著 新潮社 110895356

F1 ﾀｶ 1 図書館の魔女　上 高田　大介／著 講談社 111654018

F1 ﾀｶ 2 図書館の魔女　下 高田　大介／著 講談社 111654026

F1 ﾀｶ 図書館の魔女　烏の伝言（つてこと） 高田　大介／著 講談社 111703633

F1 ﾁﾊ 人形たちの白昼夢 千早　茜／著 ＰＨＰ研究所 111783809

F1 ﾂﾂ ヨッパ谷への降下 筒井　康隆／著 新潮社 110728383

F1 ﾄｵ 月桃夜 遠田　潤子／著 新潮社 110791118

F1 ﾅｶ 天使の歩廊 中村　弦／著 新潮社 110773314

F1 ﾅｼ 家守綺譚 梨木　香歩／著 新潮社 110608296

F1 ﾆｷ 僕僕先生 仁木　英之／著 新潮社 110724788

F1 ﾆｼ 世界の果ての庭 西崎　憲／著 新潮社 110565587

F1 ﾆｼ 蕃東国年代記 西崎　憲／著 新潮社 110819687

F1 ﾊｼ 彩乃ちゃんのお告げ 橋本　紡／著 講談社 110944485

F1 ﾊｼ ふれられるよ今は、君のことを 橋本　紡／著 文藝春秋 110893807

F1 ﾊﾀ しゃばけ 畠中　恵／著 新潮社 110405057

F1 ﾊﾀ つくもがみ、遊ぼうよ 畠中　恵／著 角川書店 111613352

F1 ﾋﾉ 吉田キグルマレナイト☆ 日野　俊太郎／著 新潮社 110857893

F1 ﾋﾗ ラス・マンチャス通信 平山　瑞穂／著 新潮社 110646908

F1 ﾋﾛ 厭犬伝 弘也　英明／著 新潮社 110748670

F1 ﾎﾘ 闇鏡 堀川　アサコ／著 新潮社 110724796

F1 ﾐｸ かおばな憑依帖 三國　青葉／著 新潮社 110895323

F1 ﾐﾔ 1 英雄の書　上 宮部　みゆき／著 毎日新聞社 110777018

F1 ﾐﾔ 2 英雄の書　下 宮部　みゆき／著 毎日新聞社 110777026

F1 ﾐﾔ ＩＣＯ 宮部　みゆき／著 講談社 111552303

F1 ﾓﾘ 2 有頂天家族　〔２〕 森見　登美彦／著 幻冬舎 111706347

F1 ﾓﾘ 有頂天家族 森見　登美彦／著 幻冬舎 110745080

F1 ﾓﾘ 聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦／著 朝日新聞出版 111643490

F1 ﾓﾘ 太陽の塔 森見　登美彦／著 新潮社 110606670

F1 ﾔﾏ オルガニスト 山之口　洋／著 新潮社 110215852

F1 ﾜﾀ 象の棲む街 渡辺　球／著 新潮社 110606662

F9 ｳｵ 1 図書室の魔法　上 ジョー・ウォルトン／著 東京創元社 111681417

F9 ｳｵ 2 図書室の魔法　下 ジョー・ウォルトン／著 東京創元社 111681425

F9 ｳｵ アゴールニンズ ジョー・ウォルトン／著 早川書房 110664398

F9 ｷﾔ 不思議の国のアリス ルイス・キャロル／作 岩波書店 110077708

F9 ｸﾛ ナイチンゲールは夜に歌う ジョン・クロウリー／著 早川書房 110134020

F9 ｺﾂ ドクター・ラット ウィリアム・コッツウィンクル／著 河出書房新社 110848157

F9 ｻﾏ 図書館島 ソフィア・サマター／著 東京創元社 111792974

F9 ｼﾖ 人生の真実 グレアム・ジョイス／〔著〕 東京創元社 111750071

F9 ﾄﾙ 指輪物語　１ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン／〔著〕 評論社 110013406

F9 ﾄﾙ ロード・オブ・ザ・リング二つの塔 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／原作 文渓堂 120220710

F9 ﾘｸ 1 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち　上 ランサム・リグズ／著 潮出版社 111765335

F9 ﾘｸ 2 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち　下 ランサム・リグズ／著 潮出版社 111765343

F9 ﾙｲ ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 121013692

F9 ﾛｯ 1 ロンド国物語　１ エミリー・ロッダ／作 岩崎書店 120335674

F9 ﾛﾂ 1 勇者ライと３つの扉　１ エミリー・ロッダ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 120348644

F9 ﾛﾂ 2 勇者ライと３つの扉　２ エミリー・ロッダ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 120354345

F9 ﾛﾂ 2 ロンド国物語　２ エミリー・ロッダ／作 岩崎書店 120319959

F9 ﾛﾂ 3 勇者ライと３つの扉　３ エミリー・ロッダ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 120360250

F9 ﾛﾘ ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 静山社 120073838


