
書名 著者名 発行所 請求記号

☆ 不思議の国のアリス ルイス・キャロル／作　矢川澄子／訳 新潮社 ９３０　Ｃ１７　７

不思議の国のアリス・オリジナル ルイス・キャロル／作 書籍情報社 ９３０　Ｃ１７　５，６

☆ 鏡の国のアリス ルイス・キャロル／作宗方あゆむ／訳 金の星社 ９３０　Ｃ１７　２０

ライオンと魔女（ナルニア国ものがたり） Ｃ．Ｓ．ルイス／原作　中村妙子／訳 岩波書店 J　Ｈ３４７

☆ ナルニア国ものがたり「ライオンと魔女」
　　　　　　　　　　　　スペシャルエディション

Ｃ．Ｓ．ルイス／原作
瀬田貞二／訳 岩波書店 ９３０　Ｌ１　４

ナルニア国ものがたり ９３０　Ｌ１　１－１

　　ライオンと魔女／カスピアン王子のつのぶえ

　　朝びらき丸東の海へ／銀のいす／馬と少年

　　魔術師のおい／さいごの戦い ９３０　Ｌ１　１－７

☆ すばらしい魔法使いオズ Ｌ．フランクボーム／著　石川澄子／訳 東京図書 ９３０　Ｂ５３

☆
クレヨン王国の花ウサギ
　　　　（「クレヨン王国」シリーズ）

福永令三／作
三木由記子／絵

講談社 ９１３　Ｆ１３　１－１～

☆ 「ぽっぺん先生」シリーズ 舟崎克彦／作　 筑摩書房 ９１３　Ｆ４　４～

☆ 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子／作　竹川功三郎／絵 講談社 ９１３　Ｋ２８

☆ 三つの魔法～オレンジ党シリーズ

　　オレンジ党と黒い釜／魔の沼／オレンジ党、海へ

☆ はてしない物語 ミヒャエル・エンデ／作　上田真而子・佐藤真理子／訳岩波書店 ９４０　Ｅ４　２

☆ ファンタージエン～秘密の図書館 ラルフ・イーザウ／著　酒寄進一／訳 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ９４０　Ｉ２　４

☆ チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール／作　田村隆一／訳 評論社 ９３０　Ｄ９

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール／作　柳瀬尚紀／訳 評論社 ９３０　Ｄ９　１９－２

ガラスのエレベーター宇宙にとびだす ロアルド・ダール／作　田村隆一／訳 評論社 ９３０　Ｄ９　５

☆ 銀河鉄道の夜 宮沢賢治／原作　佐藤国男／画 北海道新聞社 ９１３　Ｍ３４　２６

☆ 注文の多い料理店 宮沢賢治／原作　和田誠／絵 岩崎書店 ９１３　Ｍ３４　３９－２

☆ はるかな国の兄弟 リンドグレーン／作　大塚勇三／訳 岩波書店 ９４０　Ｌ２　４－１８

☆ ドリトル先生アフリカ行き（ドリトル先生物語全集１） ヒュー・ロフティング／作　井伏鱒二／訳 岩波書店 ９３０　Ｌ３　１－１～１２

☆ 「コロボックル物語」シリーズ 佐藤さとる／作 講談社 ９１３　Ｓ６　１４－１～４

☆ 「コロボックルカラー童話」シリーズ 佐藤さとる／作　村上勉／絵 講談社 ９１３　Ｓ６　４－１～４

☆ 「こそあどの森の物語」 岡田惇／作 理論社 ９１３　Ｏ２７　１７～

☆ 勾玉シリーズ

　　空色勾玉／白鳥異伝／薄紅天女

風神秘抄 荻原規子／作　 徳間書店 ９１３６　Ｏ８８　６

☆ 「世にも不幸なできごと」シリーズ レモニー・スニケット／著　宇佐川晶子／訳 草思社 ９３０　Ｓ８７　１－１～

☆ モモ ミヒャエル・エンデ／作　大島かおり訳 岩波書店 ９４０　Ｅ４　４

☆ クマのプーさん全集 Ａ．Ａ．ミルン／作  石井桃子／〔ほか〕訳 岩波書店 ９３０　Ｍ３　１７

プーのはちみつとり（クマのプーさんえほん　１） Ａ．Ａ．ミルン／ぶん　Ｅ．Ｈ．シェパード／え
石井桃子／やく

岩波書店 Ｊ　Ｓ１２６　１－１

☆ 光車よ、まわれ！ 甘沢退二郎／作 筑摩書房

☆ たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 ９４０　Ｊ１　２－２

書名 著者名 発行所 請求記号

☆ ハリー・ポッターシリーズ ９３０　Ｒ２５　１－１

　　ハリー・ポッターと賢者の石

    ハリー・ポッターと秘密の部屋

　　ハリー・ポッターとアズガバンの囚人

　　ハリー・ポッターと炎のゴブレット

　　ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 ９３０　Ｒ２５　１－５

☆ 魔女の宅急便 角野栄子／作　林明子／絵 福音館書店 ９１３　Ｋ３５　２７

☆ ゲド戦記 ９３０　Ｌ２６　１－１

　　影との戦い／こわれた腕輪／さいはての島へ

～

　　帰還／アースシーの風 ９３０　Ｌ２６　１－６

☆ 大魔法使いクレストマンシー ９３０　Ｊ５　３

　　魔女と暮らせば／トニーノの歌う魔法／魔法使いはだれだ

～

　　クリストファーの魔法の旅／魔法がいっぱい ９３０　Ｊ５　７

☆ 魔法使いハウルと火の悪魔（「空中の城」シリーズ） ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作　西村醇子／訳 徳間書店 ９３３０　Ｊ２６　１－１

☆ 龍使いのキアス 浜たかや／作　佐竹美保／絵 偕成社 ９１３６　Ｈ１２０　２

☆ クラバート オトフリート・プロイスラー／作　中村浩三／訳 偕成社 ９４０　Ｐ２　１６

～

９１３　Ｏ１０６　２～４

「ファンタジーの世界へようこそ」展関連資料リスト

岩波書店

～

天沢退二郎／作　 筑摩書房 ９１３　Ａ２１　３－１～

☆印がついているのは展示ケースに入っている資料です。

徳間書店

徳間書店

静山社

アーシュラ・Ｋ･ル=グゥイン／作
清水真砂子／訳

岩波書店

Ｃ．Ｓ．ルイス／作
瀬田貞二／訳

荻原規子／作　

Ｊ．Ｋ．ローリング／作
松岡祐子／訳

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作
田中薫子／訳

ふしぎな世界

魔法の空間



書名 著者名 発行所 請求記号

☆ めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー／作　清水真砂子／訳 岩波書店 ９３０　Ｍ１７　１５

☆ 西の魔女が死んだ 梨木香歩／著 楡出版 ９１３　Ｎ９８

☆ バーティミアス ９３３０　Ｓ１６８　１－１

　　サマルカンドの秘宝／ゴーレムの眼
～

　　プトレマイオスの門 ９３３０　Ｓ１６８　１－３

☆ 魔女とふたりのケイト Ｋ．Ｍ．ブリッグズ／作　石井美樹子／訳 岩波書店 ９３０　Ｂ５２　２

☆ マーリン Ｔ．Ａ．バロン／作　海後礼子／訳 主婦の友社 ９３０　Ｂ９２　１－１～５

☆ 「ルイスと魔法使い協会」シリーズ ９３０　Ｂ７７　１－１

　　壁の中の時計／闇にひそむ影／魔法の指輪

　　鏡の中の幽霊／魔女狩り人の復讐／オペラ座の幽霊

　　魔法博物館の謎／橋の下の怪物 ９３０　Ｂ７７　１－８

書名 著者名 発行所 請求記号

暁の円卓 ラルフ・イーザウ／著　酒寄進一／訳 長崎出版 ９４３０　Ｉ５　１－１～９

☆ 絵本西遊記 呉承恩／作　太田大八／画 童心社 ９２０　Ｇ１　６

☆ エルマーのぼうけん ﾙｰｽ･ｽﾀｲﾙｽ･ｶﾞﾈｯﾄ／作　ﾙｰｽ･ｸﾘｽﾏﾝ･ｶﾞﾈｯﾄ／絵　渡辺茂男／訳福音館書店 ９３０　Ｇ３　２～

ＥＬＭＥＲ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ＤＲＡＧＯＮ RUTH　STILES　GANNETT／作　RUTH　CHRISMAN　GANNETT／絵ALFRED A. KNOPF ９３０　Ｇ３　４

☆ 女騎士・アランナ ９３３０　Ｐ８５　１－１

　　冒険のはじまりし時／女神に守られて

～

　　砂漠を駆けぬける女／伝説の宝石 ９３３０　Ｐ８５　１－４

☆ 崖の国物語 ポール・スチュワート／作　クリス・リデル／絵　唐沢則幸／訳ポプラ社 ９３０　Ｓ８６　１－１～

☆ 鏡のなかの迷宮

　　水の女王／光る石／ガラスの言葉

☆ ガリヴァー旅行記 ジョナサン・スゥイフト／原作　クリス・リデル／絵　原田範行／訳岩波書店 ９３０　Ｓ１０　５

☆ 銀のほのおの国 神沢利子／著 福音館書店 ９１３　Ｋ３　２７－２

☆ 銀翼のコウモリ

　　シルバーウイング／サンウイング／ファイヤーウイング

セブンス・タワー ガース・ニクス／作　西本かおる／訳 小学館 ９３３０　Ｎ４７　１－１～６

☆ たのしい川べ ケネス・グレーアム／作　石井桃子／訳 岩波書店 ９３０　Ｇ９　２

チャーリー・ボーンの冒険

　　チャーリー・ボーンは真夜中に／時をこえる七色の玉

デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ／作　岡田好惠／訳 岩崎書店 ９３０　Ｒ２７　２－１～

☆ とぶ船 ヒルダ・ルイス／作　石井桃子／訳 岩波書店 ９３０　Ｌ１６

☆ 「七つの封印」シリーズ カイ・マイヤー／作　山崎恒裕／訳 ポプラ社 ９４０　Ｍ１８　１－１～１０

☆ ネシャン・サーガ ９４０　Ｉ２　１－１

　　ヨナタンと伝説の杖／第７代裁き司の謎

～

　　裁き司最後の戦い ９４０　Ｉ２　１－３

☆ プリデイン物語 ９３３０　Ａ１７　４－１

　　タランと角の王／タランと黒い魔法の釜

　　タランとリールの城／旅人タラン

    タラン・新しき王者 ９３３０　Ａ１７　４－５

☆ 冒険者たち 斎藤惇夫／作　薮内正幸／絵 岩波書店 ９１３　Ｓ５９　７

☆ ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作　瀬田貞二／訳 岩波書店 ９３０　Ｔ２０　２－２

☆ ムルガーのはるかな旅 ウォルター・デ・ラ・メア／作　脇明子／訳 岩波書店 ９３０　Ｄ３　７

☆ 「守り人」シリーズ

　　精霊の守り人／闇の守り人／夢の守り人／神の守り人

「旅人」シリーズ

　　虚空の旅人／蒼路の旅人

☆ 指輪物語

　　旅の仲間／二つの塔／王の帰還

☆ ライラの冒険シリーズ

　　黄金の羅針盤／神秘の短剣／琥珀の望遠鏡

☆ リンの谷のローワン ９３０　Ｒ２７　１－１

　　ローワンと魔法の地図／ローワンと黄金の谷の謎

　　ローワンと伝説の水晶／ローワンとゼバックの黒い影

　　ローワンと白い魔物 ９３０　Ｒ２７　１－５

９３０　Ｎ１９　５－１～３

上橋菜穂子／作
佐竹美保／絵

偕成社

９１３　Ｕ２９　２～

９１３　Ｕ２９　６～

ジョン・ベレアーズ／著
三辺律子／訳

ｱｰﾃｨｽﾄﾊｳｽ

～

あすなろ書房

Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作
瀬田貞二・田中明子／訳

上橋菜穂子／作
二木真希子，佐竹美保／絵

フィリップ・プルマン／作
大久保寛／訳

新潮社

あすなろ書房

ジョナサン・ストラウド／作
金原瑞人・松山美保／訳

理論社

９３３０　Ｐ６９　２～２－３

PHP研究所

◎ここでは、ごく一部の作品をご紹介しました。このほかにも、県立図書館にはたくさんのファンタジーがあります。

エミリー・ロッダ／作
さくまゆみこ／訳

～

カイ・マイヤー／作
遠山明子／訳

ケネス・オッペル／作
嶋田水子／訳

小学館 ９３０　Ｏ１２　１－１～３

ラルフ・イーザウ／作
酒寄進一／訳

あすなろ書房

偕成社

評論社 ９３０　Ｔ２０　５－１～３

～

評論社
ロイド・アリグザンダー／作
神宮輝夫／訳

冒険にでかけよう

タモラ・ピアス／作
本間裕子／訳

ジェニー・ニモ／作
田中薫子／訳

徳間書店

９４０　Ｍ１８　２－１～３


