
2011.12-
No. 書誌事項 資料室請求記号

1 龍のファンタジー / カール・シューカー[他]. -- 東洋書林, 1999.11 YZ-164-シユ

2 竜の起源 / 荒川紘. -- 紀伊国屋書店, 1996.6 YZ-387-アラ

3
天翔るシンボルたち : 幻想動物の文化誌 / 張競. -- 農山漁村文化協会,
2002.12. -- (図説・中国文化百華 ; 第2巻)

YZ-388.22-チヨ

4 中国の十二支動物誌 / 鄭高詠. -- 白帝社, 2005.3 YZ-388.22-テイ

5 十二支動物の話. 子丑寅卯辰巳篇 / 井本英一. -- 法政大学出版局, 1999.12 YZ-388-イモ

6 ドラゴン神話図鑑 / ジョナサン・エヴァンズ[他]. -- 柊風舎, 2009.11 YZ-388-エバ

7 十二支の話題事典 / 加藤迪男. -- 東京堂出版, 1996.11 YZ-388-カト

8 ドラゴン / 久保田悠羅[他]. -- 新紀元社, 2002.5. -- (Truth in fantasy ; 56) YZ-388-クボ

9 図説・龍の歴史大事典 / 笹間良彦[他]. -- 遊子館, 2006.3 YZ-388-ササ

10
竜蛇神と機織姫 : 文明を織りなす昔話の女たち/ 篠田知和基. -- 人文書院,
1997.11 YZ-388-シノ

11
ドラゴン : 反社会の怪獣 / ウーヴェ・シュテッフェン[他]. -- 青土社, 1996.12. --
(「叢書」象徴のラビリンス)

YZ-388-シユ

12
世界の龍の話 / 丸山顯徳,竹原威滋. -- 三弥井書店, 1998.7. -- (世界民間文
芸叢書 ; 別巻)

YZ-388-タケ

13 世界の怪物・魔物文化図鑑 / クリストファー・デル[他]. -- 柊風舎, 2010.10 YZ-388-デル

14
ドラゴン : 神話の森の小さな歴史の物語 / ジョイス・ハーグリーヴス[他]. -- 創
元社, 2009.11. -- (アルケミスト双書)

YZ-388-ハグ

15 龍の文明史 / 安田喜憲. -- 八坂書房, 2006.2 YZ-388-ヤス

16 動物シンボル事典 / ジャン=ポール・クレベール[他]. -- 大修館書店, 1989.10 YZ-720-クレ

17
不思議の国の仲間たち / 国立国会図書館国際子ども図書館. -- 国立国会図
書館国際子ども図書館, 2002.3

 YZ-388-フシ

18 ファンタジー・ブックガイド / 石堂藍. -- 国書刊行会, 2003.12 YZ-028-イシ

19
キラキラ読書クラブ子どもの本〈644冊〉ガイド / キラキラ読書クラブ. -- 日本図
書センター, 2006.2

YZ-028-キラ

20
子どもの本のリスト : 「こどもとしょかん」新刊あんない1990～2001セレクション
/ 東京子ども図書館. -- 東京子ども図書館, 2004.11

YZ-028-コド

21
日本の児童文学登場人物索引. 民話・昔話集篇 / DBジャパン. -- DBジャパン,
2006.11 YZ-388.1-ニホ

22
次の一冊が決まらない人のためのファンタジーブックガイド / ファンタGメン'05.
-- ブックマン社, 2005.7

YZ-909-フア

23
本にえがかれた動物展2 / 国立国会図書館国際子ども図書館. -- 国立国会図
書館国際子ども図書館, 2004.9

YZ-909-ホン

24

ドラゴンのイメージ変遷--1950年代から1990年代のファンタジーにおける人間
がドラゴンに変身する場合とドラゴンが人間に変身する場合について / 山本 麻
里耶
  白百合女子大学児童文化研究センター研究論文集. (通号 10) [2007.3]
  pp.23～42

Z71-D163

★☆龍について調べる★☆

★☆ブックリスト・龍が出てくる作品紹介★☆

今年は辰年 もっと！龍の本
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25
エルマーになった子どもたち : 仲間と挑め、心躍る世界に / 岩附啓子,河崎道
夫. -- ひとなる書房, 1988.5. -- (ひとなる保育ライブ ; 2)

YZ-376-イワ

26 民話の世界 / 松谷みよ子. -- PHP研究所, 2005.12 YZ-388.1-マツ

27 たのしく読める日本児童文学. 戦後編 / 鳥越信. -- ミネルヴァ書房, 2004.4 YZ-910-トリ

28 ものぐさドラゴン / ケネス・グレアム[他]. -- 青土社, 1999.8. -- (妖精文庫 ; 3) YZ-933-グレ

29 ホビット: ゆきてかえりし物語 / J.R.R.トールキン[他]. -- 原書房, 1997.11 YZ-933-トル

30
「ゲド戦記」の世界 : 「ゲド戦記」はじめて読本 / 永島憲江,山本麻里耶. -- 近代
映画社, 2006.8

YZ-933-ルグ

31
「ゲド戦記」の世界 / 清水真砂子. -- 岩波書店, 2006.9. -- (岩波ブックレット ;
no.683)

YZ-933-ルグ

32
総特集 アーシュラ・K・ル=グウィン--『闇の左手』から『ゲド戦記』まで
 ユリイカ. 38(9) (通号 523) (臨増) [2006.8] pp.7～213

YZ-933-ルグ

33
ハリー・ポッターと不思議の国イギリス / クリストファー・ベルトン[他]. -- コスモ
ピア, 2008.7

YZ-933-ロリ

34 『ニーベルンゲンの歌』の英雄たち / W.ハンゼン[他]. -- 河出書房新社, 1996.1 YZ-941-ハン

35
エラゴン : 遺志を継ぐ者/ クリストファー・パオリーニ[他]. -- 静山社, 2011.7. --
(ドラゴンライダー ; book 1)

Y9-N11-J237

36 龍のすむ家グラッフェンのぼうけん / クリス・ダレーシー[他]. -- 竹書房, 2011.3 Y9-N11-J279

★☆作品・作品研究★☆

★☆最近のシリーズから★☆
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