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B-1 研究書 本・子ども・大人  
ポール・アザール 著 ; 矢崎

源九郎, 横山正矢 訳 

紀伊国屋書

店 
1957（昭和 32） 909-cH42h-Y 1964年再版 

B-2 研究書 児童文学論  

リリアン・H.スミス 著 ; 石井

桃子, 瀬田貞二, 渡辺茂男 

訳 

岩波書店 1964（昭和 39） KE177-G18  

B-3 研究書 児童文学概論  上笙一郎 著 東京堂出版 1970（昭和 45） KE129-5  

B-4 研究書 児童文学の思想と方法  横谷輝 著 啓隆閣 1973（昭和 48） KE129-12 増補版（初版は 1969 年刊） 

B-5 研究書 
講座日本児童文学 1 (児童

文学とは何か) 
 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1974（昭和 49） KG411-22  

B-6 研究書 

講座日本児童文学 2 (児童

文学と社会 : 報告とシンポジ

ウム) 

 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1974（昭和 49） KG411-22  

B-7 研究書 
講座日本児童文学 3 (日本

児童文学の特色) 
 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1974（昭和 49） KG411-22  

B-8 研究書 児童文学研究必携  日本児童文学学会 編 東京書籍 1976（昭和 51） KE129-21  

B-9 研究書 世界児童文学概論  日本児童文学学会 編 東京書籍 1976（昭和 51） KE177-10  

B-10 研究書 日本児童文学概論  日本児童文学学会 編 東京書籍 1976（昭和 51） KG411-37  

B-11 研究書 子どもと本の世界 角川選書 ; 129 安藤美紀夫 著 角川書店 1981（昭和 56） KE177-36  

B-12 研究書 児童文学はじめの一歩  三宅興子 [ほか]著 世界思想社 1983（昭和 58） KE177-41  

B-13 研究書 
研究-日本の児童文学 1 (近

代以前の児童文学) 
 

日本児童文学学会 編 ; 上

笙一郎 [ほか]著 
東京書籍 2003（平成 15） KG411-H11  

B-14 研究書 
研究-日本の児童文学 2 (児

童文学の思想史・社会史) 
 

日本児童文学学会 編 ; 関

口安義 [ほか]著 
東京書籍 1997（平成 9） KG411-E51  

B-15 研究書 少年文学史 明治篇 上巻  木村小舟 著 童話春秋社 1942（昭和 17） 910.26-Ki396 ウ 冊子体 

B-16 研究書 少年文学史 明治篇 下巻  木村小舟 著 童話春秋社 1942（昭和 17） 910.26-Ki396 ウ 冊子体 

B-17 研究書 少年文学史 明治篇 別巻  木村小舟 著 童話春秋社 1943（昭和 18） 910.26-Ki396 ウ 冊子体 

B-18 研究書 現代児童文学史  船木枳郎 著 新潮社 1952（昭和 27） 910.26-H832g  

B-19 研究書 現代児童文学史  船木枳郎 著 文教堂出版 1961(昭和 36） KG411-H35 
改訂版（初版は新潮社 1952年

刊） 

B-20 研究書 日本の児童文学  菅忠道 著 大月書店 1966（昭和 41） 
910.26-Ka341n-

(s) 
増補改訂版（初版は 1956年刊） 

B-21 研究書 赤い鳥研究  日本児童文学学会 編 小峰書店 1965（昭和 40） 913.8-N691a  

B-128 研究書 赤い鳥事典   赤い鳥事典編集委員会 編 柏書房 2018（平成 30） KG2-L40  

B-22 研究書 
作品による日本児童文学史 

第 1巻 (明治・大正期) 
 滑川道夫 等編 牧書店 1968（昭和 43） 913.8-N611n  

B-23 研究書 
作品による日本児童文学史 

第 2巻 (昭和前期) 
 滑川道夫 等編 牧書店 1968（昭和 43） 913.8-N611n  

B-24 研究書 
作品による日本児童文学史 

第 3巻 (昭和後期) 
 滑川道夫 等編 牧書店 1968（昭和 43） 913.8-N611n  

B-25 研究書 
児童文学の誕生 : 明治の幼

少年雑誌を中心に 
 続橋達雄 著 桜楓社 1972（昭和 47） KG411-17  

B-26 研究書 子どもの本の百年史  尾崎秀樹 [等]著 
明治図書出

版 
1973（昭和 48） KG411-23  

B-27 研究書 
講座日本児童文学 4 (日本

児童文学史の展開) 
 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1973（昭和 48） KG411-22  

B-28 研究書 
講座日本児童文学 5 (現代

日本児童文学史) 
 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1974（昭和 49） KG411-22  

B-29 研究書 
講座日本児童文学 6 (日本

の児童文学作家 1) 
 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1973（昭和 48） KG411-22  

B-30 研究書 
講座日本児童文学 7 (日本

の児童文学作家 2) 
 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1973（昭和 48） KG411-22  

B-31 研究書 
講座日本児童文学 8 (日本

の児童文学作家 3) 
 編集: 猪熊葉子 [等] 明治書院 1973（昭和 48） KG411-22  
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B-32 研究書 
講座日本児童文学 別巻 1 

(日本児童文学史年表 1) 
 鳥越信 編 明治書院 1975（昭和 50） KG411-22  

B-33 研究書 
講座日本児童文学 別巻 2 

(日本児童文学史年表 2) 
 鳥越信 編 明治書院 1977（昭和 52） KG411-22  

B-34 研究書 
児童文学の戦後史 : 評論・年

表・『日本児童文学』総目次 
 日本児童文学者協会 編 東京書籍 1978（昭和 53） KG411-53  

B-35 研究書 
体験的児童文学史 前編 (大

正の果実) 
 関英雄 著 理論社 1984（昭和 59） KG411-85  

B-36 研究書 
体験的児童文学史 後編 (昭

和の風雪) 
 関英雄 著 理論社 1984（昭和 59） KG411-85  

B-37 研究書 日本児童文学の成立・序説  佐藤通雅 著 大和書房 1985（昭和 60） KG411-E14  

B-38 研究書 江戸児童図書へのいざない くもん選書 アン・ヘリング 著 くもん出版 1988（昭和 63） UM24-E5  

B-39 研究書 日本児童文学の「近代」 
叢書=児童文学への招

待 
続橋達雄 著 大日本図書 1990（平成 2） KG411-E17  

B-40 研究書 近代日本児童文学史研究  鳥越信 著 おうふう 1994（平成 6） KG411-E41  

B-41 研究書 戦後児童文学の 50年  日本児童文学者協会 編 文渓堂 1996（平成 8） KG411-G7  

B-42 研究書 はじめて学ぶ日本児童文学史 
シリーズ・日本の文学

史 ; 1 
鳥越信 編著 

ミネルヴァ書

房 
2001（平成 13） KG411-G49  

B-43 研究書 
童話及伝説に現れたる空想の

研究 
 蘆谷重常 著 以文館 1914（大正 3） 349-349  

B-44 研究書 桃太郎の誕生  柳田国男 著 三省堂 1933（昭和 8） 633-118  

B-45 研究書 昔話と文学  柳田国男 著 創元社 1938（昭和 13） 750-184  

B-46 研究書 童話への招待  神宮輝夫 著 
日本放送出

版協会 
1970（昭和 45） KE129-7  

B-47 研究書 

黎明期の歴史児童文学 : 「歴

史読本」から「日本お伽噺」ま

で 

 勝尾金弥 著 アリス館 1977（昭 52） KG314-38  

B-48 研究書 昔話の深層  河合隼雄 著 福音館書店 1977（昭 52） KE178-17  

B-49 研究書 桃太郎像の変容  滑川道夫 著 東京書籍 1981（昭和 56） KG745-132  

B-50 研究書 日本の動物文学  阿部真人, 阿部雅子 著 渓水社 1994（平成 6） KG625-E191  

B-51 研究書 少年小説の系譜 
幻影城評論研究叢書 ; 

4 
二上洋一 著 幻影城 1978（昭和 53） KG411-49  

B-52 研究書 幼年文学の世界 エディター叢書 渡辺茂男 著 

日本エディタ

ースクール出

版部 

1980（昭和 55） KE129-28  

B-53 研究書 幼年期の子どもと文学  安藤美紀夫 著 国土社 1981（昭和 56） KE129-29  

B-54 研究書 少年小説の世界 角川選書 ; 166 高橋康雄 著 角川書店 1986（昭和 61） KG411-92  

B-55 研究書 
ファンタジーの世界 : 妖精物

語について 
 

J.R.R.トーキン 著 ; 猪熊葉子 

訳 
福音館書店 1973（昭和 48） KE129-11  

B-56 研究書 
妖精物語について : ファンタ

ジーの世界 
 

J.R.R.トールキン 著 ; 猪熊葉

子 訳 
評論社 2003（平成 15） KS172-H30  

B-57 研究書 
ファンタジーの系譜 : 妖精物

語から夢想小説へ 
 杉山洋子 著 中教出版 1979（昭和 54） KE173-35  

B-58 研究書 ファンタジー文学入門  
ブライアン・アトベリー 著 ; 谷

本誠剛, 菱田信彦 共訳 
大修館書店 1999（平成 11） KE125-G18  

B-59 研究書 ファンタジーの世界  池田紘一, 眞方忠道 編 
九州大学出

版会 
2002（平成 14） KE125-G31  

B-60 研究書 
日本の戦争児童文学 : 戦前・

戦中・戦後 

日本児童文化史叢書 ; 

1 
長谷川潮 著 久山社 1995（平成 7） KG411-G2  

B-119 研究書 
現代児童文学論 : 近代童話

批判 
 古田足日 著 くろしお出版 1959（昭和 34） 909-H862g  

B-120 研究書 日本児童文学案内 児童文学セミナー 鳥越信 著 理論社 1963（昭和 38） 909-To547n  

B-121 研究書 児童文学の旗 児童文学評論シリーズ 古田足日 著 理論社 1970（昭和 45） KG413-2  
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B-122 研究書 現代の児童文学 中公新書 上野瞭 著 中央公論社 1972（昭和 47） KE129-10  

B-123 研究書 児童文学の中の子ども NHK ブックス 神宮輝夫 著 
日本放送出

版協会 
1974（昭和 49） KE177-7  

B-124 研究書 現代日本の児童文学 家庭文庫 神宮輝夫 著 評論社 1974（昭和 49） Y82-1068  

B-125 研究書 現代児童文学の語るもの NHK ブックス ; 777 宮川健郎 著 
日本放送出

版協会 
1996（平成 8） KG411-G16  

B-126 研究書 
＜現代児童文学＞をふりかえ

る 

日本児童文化史叢書 ; 

14 
佐藤宗子 著 久山社 1997（平成 9） KE177-G13  

B-61 研究書 児童戦争読み物の近代 
日本児童文化史叢書 ; 

21 
長谷川潮 著 久山社 1999（平成 11） KG411-G31  

B-62 研究書 
はじめて学ぶ日本の戦争児童

文学史 

シリーズ・日本の文学

史 ; 8 
鳥越信, 長谷川潮 編著 

ミネルヴァ書

房 
2012（平成 24） KG411-J43  

B-63 研究書 絵本とは何か エディター叢書 ; 6 松居直 著 

日本エディタ

ースクール出

版部 

1973（昭和 48） UG71-3  

B-64 研究書 聞き書・日本児童出版美術史  上笙一郎 編著 太平出版社 1974（昭和 49） KC511-4  

B-65 研究書 
叢書児童文学 第 2巻 絵本

の時代 
 今江祥智 責任編集 世界思想社 1979（昭和 54） KE129-27  

B-66 研究書 絵本観・玩具観の変遷  永田桂子 著 
高文堂出版

社 
1987（昭和 62） FA35-480  

B-67 研究書 子どもの本・1920年代展図録  

日本国際児童図書評議会事

業委員会子どもの本・1920

年代展実行委員会 企画・制

作 

日本国際児

童図書評議

会 

1991（平成 3） UG71-E37 
会期・会場: 1991年 4月 6日〜5

月 26日 東京都庭園美術館ほか 

B-68 研究書 絵本とイラストレーション 児童文学世界 関口安義 [ほか]編 中教出版 1991（平成 3） KC511-E95  

B-69 研究書 

日本における子ども絵本成立

史 : 「こどものとも」がはたした

役割 

 三宅興子 編著 
ミネルヴァ書

房 
1997（平成 9） UG71-G18  

B-70 研究書 
ちひろ美術館が選んだ親子で

楽しむえほん 100冊 
 ちひろ美術館 編 メイツ出版 1999（平成 11） UP49-G45  

B-71 研究書 
絵本の視覚表現 : そのひろが

りとはたらき 
 

中川素子, 今井良朗, 笹本

純 著 

日本エディタ

ースクール出

版部 

2001（平成 13） KC511-G99  

B-72 研究書 絵本の事典  
中川素子, 吉田新一, 石井

光恵, 佐藤博一 編 
朝倉書店 2011（平成 23） KC2-J20  

B-73 研究書 はじめて学ぶ日本の絵本史 1 
シリーズ・日本の文学

史 ; 2 
鳥越信 編著 

ミネルヴァ書

房 
2001（平成 13） KC511-G98  

B-74 研究書 はじめて学ぶ日本の絵本史 2 
シリーズ・日本の文学

史 ; 3 
鳥越信 編著 

ミネルヴァ書

房 
2002（平成 14） KC511-G98  

B-75 研究書 はじめて学ぶ日本の絵本史 3 
シリーズ・日本の文学

史 ; 4 
鳥越信 編著 

ミネルヴァ書

房 
2002（平成 14） KC511-G98  

B-76 研究書 
100人が感動した 100冊の絵

本 1978～97年 

別冊太陽 : 日本のここ

ろ 104 
 平凡社 1999（平成 11） Z23-238  

B-77 研究書 かがくする心の絵本 100 
別冊太陽 : 日本のここ

ろ 120 
 平凡社 2002（平成 14） Z23-238  

B-78 研究書 
100人の心に響いた絵本 100 

1998-2008 

別冊太陽 : 日本のここ

ろ 164 
 平凡社 2009（平成 21） Z23-238  

B-79 研究書 

おじいさんがかぶをうえました : 

月刊絵本「こどものとも」50年

の歩み 

  福音館書店 2005（平成 17） KC511-H72  

B-80 研究書 
月刊保育絵本クロニクル : 絵

本に見るこどもの背景 
  

日本児童出

版美術家連

盟 

2005（平成 17） KC511-H58  

B-81 研究書 
きょうの絵本 あしたの絵本 : 

2001から 2012の新刊案内 
 広松由希子 著 

文化学園文

化出版局 
2013（平成 25） UP49-L2  

B-82 研究書 童謡十講  野口雨情 著 
金の星出版

部 
1923（大正 12） 517-161  
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B-83 研究書 日本童謡集 岩波文庫 与田凖一 編 岩波書店 1957（昭和 32） 911.58-Y677n  

B-84 研究書 日本童謡童画史  船木枳郎 著 文教堂出版 1967（昭和 42） 911.58-H832n  

B-85 研究書 日本童謡史  藤田圭雄 著 あかね書房 1971（昭和 46） KG411-9  

B-86 研究書 童謡論の系譜  畑中圭一 著 東京書籍 1990（平成 2） KG411-E19  

B-87 研究書 
文芸としての童謡 : 童謡の歩

みを考える 
Sekaishiso seminar 畑中圭一 著 世界思想社 1997（平成 9） KG411-G15  

B-88 研究書 特集子どものうた 児童文学世界 関口安義 [ほか]編 中教出版 1992（平成 4） KG411-E39  

B-89 研究書 少年詩・童謡の現在 てらいんくの評論 菊永謙, 吉田定一 編 てらいんく 2003（平成 15） KG411-H27  

B-90 研究書 わらべうた : 日本の伝承童謡 岩波文庫 町田嘉章, 浅野建二 編 岩波書店 1962（昭和 37） 767.7-M247w  

B-91 研究書 
日本の子どもの歌 : 歴史と展

望 
岩波新書 園部三郎, 山住正己 著 岩波書店 1962（昭和 37） 767.7-So647n  

B-92 研究書 
日本のわらべうた 室内遊戯歌

編 
 尾原昭夫 編著 社会思想社 1972（昭和 47） KD319-9  

B-93 研究書 
日本のわらべうた 戸外遊戯歌

編 
 尾原昭夫 編著 社会思想社 1975（昭和 50） KD319-9  

B-94 研究書 
日本のわらべうた 歳事・季節

歌編 
 尾原昭夫 編著 

文元社 ; 紀

伊國屋書店 

(発売) 

2009（平成 21） KD319-J50  

B-95 研究書 戦後マンガ史ノート 
精選復刻 紀伊国屋新

書 
石子順造 著 

紀伊国屋書

店 
1994（平成 6） KC486-E417  

B-96 研究書 戦後少女マンガ史  米沢嘉博 著 新評社 1980（昭和 55） KC486-111  

B-97 研究書 
マンガ批評大系 第 1巻 (アト

ム・影丸・サザエさん)  
 竹内オサム, 村上知彦 編 平凡社 1989（平成元） KC486-E70  

B-98 研究書 
マンガ批評大系 第 2巻 (ア

キラ・バカボン・レッド星)  
 竹内オサム, 村上知彦 編 平凡社 1989（平成元） KC486-E70  

B-99 研究書 
マンガ批評大系 第 3巻 (描

く・読む・売る) 
 竹内オサム, 村上知彦 編 平凡社 1989（平成元） KC486-E70  

B-100 研究書 
マンガ批評大系 第 4巻 (マン

ガ家は語る) 
 竹内オサム, 村上知彦 編 平凡社 1989（平成元） KC486-E70  

B-101 研究書 
マンガ批評大系 別巻 (手塚

治虫の宇宙) 
 竹内オサム, 村上知彦 編 平凡社 1989（平成元） KC486-E70  

B-102 研究書 戦後マンガ 50年史 ちくまライブラリー ; 101 竹内オサム 著 筑摩書房 1995（平成 7） KC486-E539  

B-103 研究書 
マンガ世界戦略 : カモネギ化

するかマンガ産業 
 夏目房之介 著 小学館 2001（平成 13） KC486-G680  

B-104 研究書 教養としての<まんが・アニメ> 講談社現代新書 
大塚英志, ササキバラ・ゴウ 

著 
講談社 2001（平成 13） KC486-G679  

B-105 研究書 
現代日本のアニメ : 『AKIRA』

から『千と千尋の神隠し』まで 
中公叢書 

スーザン・J.ネイピア 著 ; 神

山京子 訳 

中央公論新

社 
2002（平成 14） KD745-H11  

B-106 研究書 
アニメへの変容 : 原作とアニ

メとの微妙な関係 
 竹内オサム, 小山昌宏 編著 現代書館 2006（平成 18） KD745-H139  

B-107 研究書 近代日本の児童文化  滑川道夫, 菅忠道 編著 新評論 1972（昭和 47） KG411-13  

B-108 研究書 
物語消費論 : 「ビックリマン」の

神話学 
ノマド叢書 大塚英志 著 新曜社 1989（平成元） KC486-E80  

B-109 研究書 児童文化入門 : 子どもと教育  東洋 [ほか]編 岩波書店 1996（平成 8） FA35-G30  

B-110 研究書 紙芝居の歴史 
日本児童文化史叢書 ; 

15 
上地ちづ子 著 久山社 1997（平成 9） KD871-G8  

B-111 研究書 ものと子どもの文化史  本田和子 編著 勁草書房 1998（平成 10） GD1-G124  

B-112 研究書 児童文化  原昌, 片岡輝 編著 建帛社 2008（平成 20） FA35-J43 第 2版（初版は 2004年刊） 

B-113 研究書 メディアとしての紙芝居 
日本児童文化史叢書 ; 

38 
鈴木常勝 著 久山社 2005（平成 17） GB581-H3  

B-127 研究書 紙芝居百科   童心社 2017（平成 29） KD871-L25  

B-114 研究書 日本口演童話史  内山憲尚 編 
文化書房博

文社 
1972（昭和 47） KG411-12  
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B-115 研究書 日本児童演劇史  富田博之 著 東京書籍 1976（昭和 51） KD631-9  

B-116 研究書 

日本の児童演劇の歩み : 児

童劇・人形劇・学校劇 80年の

年表 

 日本児童演劇協会 編 
日本児童演

劇協会 
1984（昭和 59） KD631-28  

B-117 研究書 ストーリーテリング  野村純一 [ほか]編 弘文堂 1985（昭和 60） UL411-5  

B-118 研究書 
岩波講座現代社会学 第 12

巻 (こどもと教育の社会学)  
 井上俊 [ほか]編 岩波書店 1996（平成 8） EC1-G14  

 




