
世界のファンタジー作品

マーブル・アーチの風 コニー　ウィリス 早川書房 933ウイリ

図書室の魔法 上・下 ジョー  ウォルトン 東京創元社 B 933ウオル

鏡のなかの鏡 ミヒャエル　エンデ 岩波書店  943エンデ

はてしない物語 上・下 ミヒャエル　エンデ 岩波書店 児 B 943エンデ

魔法の玩具店 アンジェラ　カーター 河出書房新社 933カタ

不思議の国のアリス ルイス　キャロル 朝日出版社 933キヤロ

春を忘れた島 マイクル　ゴールディング 早川書房 933ゴルデ

ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙 ヨースタイン　ゴルデル 日本放送出版協会 949.6

星の王子さま サンテグジュペリ 集英社 953サンテ

エルフランドの王女 ロード　ダンセイニ 沖積舎 933ダンセ

指輪物語 J  R  R  トールキン 評論社 B 933トルキ

サブリエル ガース　ニクス 主婦の友社 YA 933ニクス

英国紳士、エデンへ行く マシュー　ニール 早川書房 933ニル

エラゴン 遺志を継ぐ者 クリストファー　パオリーニ 静山社 児 933パオリ

最後のユニコーン ピーター  S.ビーグル 学研 933ビグル

鳥姫伝 バリー　ヒューガート 早川書房 B 933ヒユガ

双生児 クリストファー　プリースト 早川書房 933プリス

闇の守り手 1・2 リン　フルエリン 中央公論新社 933フルエ

黄金の羅針盤  (ライラの冒険シリーズ) フィリップ　プルマン 新潮社 YA 933プルマ

魔法の声 コルネーリア　フンケ WAVE出版 児 943フンケ

ラプソディ 上・下 エリザベス　ヘイドン 早川書房 B 933ヘイド

ズボンをはいたロバ アンリ　ボスコ 晶文社 953ボスコ

レイチェル 三部作(滅びの呪文・魔法の匂い・魔導師の誓い) クリフ　マクニッシュ 理論社 YA 933マクニ

黎明の王白昼の女王 イアン　マクドナルド 早川書房 B 933マクド

夏の涯ての島 イアン　R.マクラウド 早川書房 933マクラ

ウィキッド 上・下 グレゴリー　マグワイア ソフトバンククリエイティブ 933マグワ

ペルディード・ストリート・ステーション チャイナ　ミエヴィル 早川書房 933ミビル

メルニボネの皇子 マイクル　ムアコック 早川書房 B 933ムアコ

トワイライト 上・下 ステファニー  メイヤー ヴィレッジブックス YA B 933メイヤ
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たまには現実を離れ、夢と空想をちりばめた壮大な世界観の中に身を置いてみませんか？

主人公の成長も楽しみで何度も読みかえしたくなります

病弱な廻船問屋の若旦那・一太郎と、彼を慕う

妖怪たちや、彼らと関わる人々に降りかかる

騒動をめぐる人情推理帳

人気シリーズの第1作目

日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作

闇の力を秘める黄金の指輪をめぐり、小さい

ホビット族や魔法使い、妖精族たちの果てし

ない冒険と遍歴の物語

出会い、別れ、愛、裏切り、夢とロマンを満

載した今世紀最大のファンタジー

『しゃばけ』

畠中 恵/著

新潮社

『指輪物語 』

J.R.R.トールキン/著

評論社
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世界のはての泉 上・下 ウィリアム　モリス 晶文社 933モリス

光と闇の姉妹 ジェイン　ヨーレン 早川書房 B 933ヨレン

エア ジェフ　ライマン 早川書房 933ライマ

悪魔の薔薇 タニス　リー 河出書房新社 933リ

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 リック　リオーダン ほるぷ出版 YA 933リオダ

マジック・フォー・ビギナーズ ケリー　リンク 早川書房 933リンク

ドリトル先生航海記 ヒュー　ロフティング 新潮社 933ロフテ

幸福の王子 オスカー　ワイルド バジリコ 933ワイル

日本ファンタジー大賞 受賞作品より（受賞年度順 2013年度にて休止）

後宮小説 酒見 賢一 新潮社 913.6サ

イラハイ 佐藤 哲也　　 新潮社 913.6サ

信長あるいは戴冠せるアンドロギュヌス 　 宇月原 晴明 新潮社 913.6ウナツ

クロニカ 太陽と死者の記録 粕谷 知世　 新潮社 913.6カスヤ

世界の果ての庭 ショート・ストーリーズ 西崎 憲 新潮社 913.6ニシザ

太陽の塔 森見 登美彦 新潮社 913.6モリミ

ラス・マンチャス通信 平山 瑞穂 新潮社 913.6ヒラヤ

金春屋ゴメス 西條 奈加 新潮社 913.6サイジ

僕僕先生 仁木 英之 新潮社 913.6ニキ

厭犬伝 弘也 英明 新潮社 913.6ヒロヤ

天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語 中村 弦　 新潮社 913.6ナカム

月桃夜 遠田 潤子　 新潮社 913.6トオダ

増大派に告ぐ 小田 雅久仁　 新潮社 913.6オダ

前夜の航跡 紫野 貴李　 新潮社 913.6シノ

さざなみの国 勝山 海百合　 新潮社 913.6カツヤ

星の民のクリスマス 古谷田 奈月　 新潮社 913.6コヤタ

日本のファンタジー作品

四日間の奇蹟 浅倉 卓弥 宝島社 913.6アサク

春の窓 安房直子 講談社 B 913.6アワ

風街物語 井辻 朱美 アトリエOCTA 913.6イ

精霊の木 上橋 菜穂子 偕成社 児 913ウエハ

空色勾玉 荻原　規子 徳間書店 児 913オギワ

RDG 荻原 規子 角川書店 YA 913.6オギワ

遊民爺さんと眠り姫 小沢 章友 小学館 913.6オザワ

東亰異聞 小野 不由美 新潮社 913.6オノ

光の帝国 恩田 陸 集英社 913.6オ

黄泉がえり 梶尾 真治 新潮社 913.6カ

ささらさや 加納 朋子 幻冬舎 913.6カノウ

虹色ほたる 川口 雅幸 アルファポリス YA 913.6カワグ

ドラゴンファームのこどもたち 上・下 久美 沙織 プランニングハウス 913.6クミ

豹頭の仮面 （グイン・サーガ） 栗本　薫 早川書房 B 913.6ク

陽だまりの彼女 越谷 オサム 新潮社 913.6コシガ

竜の黙示録 篠田 真由美 祥伝社 913.6シノダ

蜂蜜秘密 小路 幸也 文藝春秋 913.6シヨウ

灼熱の竜騎兵(レッドホット・ドラグーン) 田中 芳樹 富士見書房 B 913.6タ

ツナグ 辻村 深月 新潮社 913.6ツジム

西の魔女が死んだ 梨木 香歩 新潮社 B 913.6ナシキ

しゃばけ 畠中 恵 新潮社 913.6ハタケ

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾 角川書店 913.6ヒガシ

少女の王国 ひかわ 玲子 実業之日本社 913.6ヒ

西遊記 上・下 平岩 弓枝 毎日新聞社 913.6ヒライ

アラビアの夜の種族 古川 日出男 角川書店 913.6フルカ

闇鏡 堀川 アサコ 新潮社 913.6ホリカ

銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 角川書店 B 913.8ミヤザ

ブレイブ・ストーリー 上・下 宮部 みゆき 角川書店 913.6ミヤベ

歪み真珠 山尾 悠子 国書刊行会 913.6ヤマオ
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