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書名

著者名

出版事項

川端有子, 水間千恵, 横川寿美子, 吉
玉川大学出版部, 2015
本和弘 著

1 映画になった児童文学

請求記号

備考

KE177-L19

2

愛した人はヴァンパイア (トワイ
ライト ; 1)

ステファニー・メイヤー 著,
小原亜美 訳

ソニー・マガジンズ, 2005 KS164-H201

東京本館

3

血は哀しみの味 (トワイライト ;
2)

ステファニー・メイヤー 著,
小原亜美 訳

ソニー・マガジンズ, 2005 KS164-H205

東京本館

4

闇の吸血鬼一族 (トワイライト ;
3)

ステファニー・メイヤー 著,
小原亜美 訳

ソニー・マガジンズ, 2005 KS164-H210

東京本館

5 （映像資料）トワイライト

6 夜明けのヴァンパイア

初恋

（所蔵なし）

アン・ライス 著,
田村隆一 訳

早川書房, 1987

KS169-E2

東京本館

ワーナー・ホーム・ビデ
オ, 2000

YL321-H6922

東京本館

スーザン・コリンズ 著,
河井直子 訳

メディアファクトリー,
2009

Y9-N10-J161

9

ハンガー・ゲーム 2[上] (燃え広が スーザン・コリンズ 著,
る炎 上)
河井直子 訳

メディアファクトリー,
2012

KS153-J358

東京本館

10

ハンガー・ゲーム 2[下] (燃え広が スーザン・コリンズ 著,
る炎 下)
河井直子 訳

メディアファクトリー,
2012

KS153-J357

東京本館

11

ハンガー・ゲーム 3[上] (マネシカ スーザン・コリンズ 著,
ケスの少女 上)
河井直子 訳

メディアファクトリー,
2012

KS153-J369

東京本館

12

ハンガー・ゲーム 3[下] (マネシカ スーザン・コリンズ 著,
ケスの少女 下)
河井直子 訳

メディアファクトリー,
2012

KS153-J370

東京本館

7

アン・ライス 原作・脚本,
（映像資料）インタビュー・ウィ
ニール・ジョーダン 監督,
ズ・ヴァンパイア
トム・クルーズ [ほか出演]

8 ハンガー・ゲーム

13 （映像資料）ハンガーゲーム

14 バトル・ロワイアル 上

（所蔵なし）

高見広春 [著]

幻冬舎, 2002
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著者名

出版事項

高見広春 [著]

16 （映像資料）バトル・ロワイアル

請求記号

備考

幻冬舎, 2002

KH582-H291

東京本館

東映ビデオ, 2001

YL321-A3603

東京本館

17 （映像資料）君の名は。

新海誠 原作・脚本・監督

東宝, 2017

YL331-L6772

東京本館

18 小説君の名は。

新海誠 [著]

KADOKAWA, 2016

KH924-L1555

東京本館

19 君の膵臓をたべたい

住野よる 著

双葉社, 2015

KH931-L499

東京本館

20

住野よる 原作,
（映像資料）君の膵臓をたべたい
吉田智子 脚本,
豪華版
月川翔 監督

21 ミアの選択

22

博報堂DYミュージック&ピ
YL331-L8342
クチャーズ, 2018

ゲイル・フォアマン 著,
三辺律子 訳

小学館, 2009

ゲイル・フォアマン 原作,
（映像資料）イフ・アイ・ステイ
ショーナ・クロス 脚本,
愛が還る場所
R.J. カトラー 監督

23 さよならを待つふたりのために

Y9-N09-J430

20世紀フォックスホームエ
ンターテイメントジャパ
YL331-L6304
ン, 2016

ジョン・グリーン 作,
金原瑞人, 竹内茜 訳

岩波書店, 2013

日本児童文学 66(4)（特集 ジェン
日本児童文学者協会 編
ダーと児童文学）

小峰書店, 2020

Z13-450

26 ウォールフラワー

スティーブン・チョボスキー 著,
田内志文 訳

集英社, 2013

KS153-L69

27 サイモンvs人類平等化計画

ベッキー・アルバータリ 作,
三辺律子 訳

岩波書店, 2017

Y9-N17-L144

28

ジョン・グリーン, デイヴィッド・
ウィル・グレイソン、ウィル・グ
レヴィサン 作,
岩波書店, 2017
レイソン
金原瑞人, 井上里 訳

29 エヴリデイ

デイヴィッド・レヴィサン 作,
三辺律子 訳
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小峰書店, 2018

東京本館

Y9-N13-L184

ジョン・グリーン 原作,
（映像資料）きっと、星のせい
20世紀フォックスホームエ
スコット・ノイスタッター, マイケ
24 じゃない。 エクステンデッド・エ
ンターテイメントジャパ
YL331-L6302
ル・H. ウェバー 脚本,
ディション
ン, 2016
ジョシュ・ブーン 監督

25

東京本館

Y9-N17-L73

Y9-N18-L161

東京本館

東京本館
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請求記号

30 パンツ・プロジェクト

キャット・クラーク 著,
三辺律子 訳

あすなろ書房, 2017

Y9-N17-L180

31 兄の名は、ジェシカ

ジョン・ボイン 著,
原田勝 訳

あすなろ書房, 2020

KS179-M608

32 九時の月

デボラ・エリス 作,
もりうちすみこ 訳

さ・え・ら書房, 2017

Y9-N17-L122

33 二つの旅の終わりに

エイダン・チェンバーズ 作,
原田勝 訳

徳間書店, 2003

Y9-N03-H252

34 肩胛骨は翼のなごり

デイヴィッド・アーモンド 著,
山田順子 訳

東京創元社, 2009

KS151-J41

35 闇の底のシルキー

デイヴィッド・アーモンド 著,
山田順子 訳

東京創元社, 2001

Y9-N01-196

36 火を喰う者たち

デイヴィッド・アーモンド 著,
金原瑞人 訳

河出書房新社, 2005

Y9-N05-H91

37 怪物はささやく

シヴォーン・ダウド 原案,
パトリック・ネス 著,
池田真紀子 訳

東京創元社, 2017

KS165-L34

38 ボグ・チャイルド

シヴォーン・ダウド 作,
千葉茂樹 訳

ゴブリン書房, 2011

Y9-N11-J185

39 ヒトラーと暮らした少年

ジョン・ボイン 著,
原田勝 訳

あすなろ書房, 2018

Y9-N18-L36

40 凍てつく海のむこうに

ルータ・セペティス 作,
野沢佳織 訳

岩波書店, 2017

Y9-N17-L196

41 灰色の地平線のかなたに

ルータ・セペティス 作,
野沢佳織 訳

岩波書店, 2012

Y9-N12-J88

42 兵士ピースフル

マイケル・モーパーゴ 著,
佐藤見果夢 訳

評論社, 2007

Y9-N07-H364

43 死の鐘はもうならない

J.P.ウォルシュ 作,
岡本浜江 訳,
喜多迅鷹 絵

国土社, 1985

Y8-2275

44 ブロード街の12日間

デボラ・ホプキンソン 著,
千葉茂樹 訳

あすなろ書房, 2014

Y9-N14-L312

3/4

備考

東京本館

東京本館
関西館

東京本館

令和2年度児童文学連続講座－国際子ども図書館所蔵資料を使って
総合テーマ『10代に手渡す物語―ヤングアダルト文学総論』

No.

書名

令和2年11月9日
令和2年度児童文学連続講座
配布資料1-2
水間千恵講師

著者名

出版事項

請求記号

備考

45 ドゥームズデイ・ブック 上

コニー・ウィリス 著,
大森望 訳

早川書房, 2003

KS175-H14

東京本館

46 ドゥームズデイ・ブック 下

コニー・ウィリス 著,
大森望 訳

早川書房, 2003

KS175-H15

東京本館

47 世界のはての少年

ジェラルディン・マコックラン 著,
東京創元社, 2019
杉田七重 訳

KS179-M371

48 セント・キルダの子

ベス・ウォーターズ 文・絵,
原田勝 訳

岩波書店, 2020

（書誌作成中）

ルイーズ・アードリック 作,
宮木陽子 訳

福音館書店, 2004

Y9-N04-H328

50 朝の少女

マイケル・ドリス [著],
灰谷健次郎 訳

新潮社, 1997

KS154-G93

51 青いイルカの島

スコット・オデル 作,
藤原英司 訳,
小泉澄夫 絵

理論社, 2004

Y9-N04-H291

小学館, 2010

Y9-N10-J46

49

スピリット島の少女：オジブ
ウェー族の一家の物語

52

シャーマン・アレクシー 著,
はみだしインディアンのホントに
エレン・フォーニー 絵,
ホントの物語
さくまゆみこ 訳

53

「もの」から読み解く世界児童文 川端有子, こだまともこ, 水間千恵,
原書房, 2009
学事典
本間裕子, 遠藤純 編著

KE129-J2

54

「場所」から読み解く世界児童文 藤田のぼる, 宮川健郎, 目黒強, 川端
原書房, 2014
学事典
有子, 水間千恵 編著

KE129-L3

55

「時」から読み解く世界児童文学 水間千恵, 奥山恵, 西山利佳, 大島丈
原書房, 2017
事典
志, 川端有子 編著

KE129-L7
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