
　　　　　海外の伝承　妖精

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ケルト妖精物語 W・B・イエイツ／編 筑摩書房 1986 B388.3/ｹﾙ/

世界の民話 32 小沢 俊夫／編 ぎょうせい 1985 388.0/ｾｶ/３２

世界の民話 37 小沢 俊夫／編 ぎょうせい 1986 388.0/ｾｶ/３７

妖精とその仲間たち 井村 君江／著 河出書房新社 1992 388.3/ｲﾑ/

イギリス・妖精めぐり 井村 君江／著 同文書院 1993 388.3/ｲﾑ/

ケルトの妖精 井村 君江／著 あんず堂 1996 388.3/ｲﾑ/

妖精学入門 井村 君江／著 講談社 1998 388.3/ｲﾑ/

妖精 草野 巧／著 新紀元社 1999 388.3/ｸｻ/

グリムが案内するケルトの妖精たちの世界 上・下 トマス・C.クローカー／編 草思社 2001 388.3/ｸﾞﾘ

ケルト妖精物語 1・2 ジョーゼフ・ジェイコブズ／編 原書房 1999 388.3/ｹﾙ

リトル・ピープル ポール・ジョンソン／著 創元社 2010 388.3/ｼﾞｮ/

妖精図鑑 ピエール・デュボア／著 文渓堂 2000 388.3/ﾃﾞﾕ/

ルーンの魔法のことば アリ・バーク／文 原書房 2007 388.3/ﾊﾞｸ/

ノーム ヴィル・ヒュイゲン／文 グラフィック社 2013 388.3/ﾋｭ/

妖精たちの物語 ビアトリス・フィルポッツ／著 原書房 2000 388.3/ﾌｲ/

ふらんす伝説大観 田辺 貞之助／編 青蛙房 2018 388.3/ﾌﾗ/

イギリスの妖精 キャサリン・ブリッグズ／著 筑摩書房 1991 388.3/ﾌﾞﾘ/

妖精Who's who キャサリン・ブリッグズ／著 筑摩書房 1990 388.3/ﾌﾞﾘ/

フェアリー ブライアン・フラウド／絵・文 グラフィック社 2014 388.3/ﾌﾛ/

トロール ブライアン・フラウド／絵・文 グラフィック社 2014 388.3/ﾌﾛ/

妖精画談 水木 しげる／著 岩波書店 1996 388.3/ﾐｽﾞ/

英国=妖精と伝説の旅 森田 じみい／著 東京書籍 1997 388.3/ﾓﾘ/

妖精の手引き書 キャロリン・タージョン／著 グラフィック社 2018 388/ﾀｼﾞ/

読みくらべ世界民話考 野中 涼／著 松柏社 2017 388/ﾉﾅ/

妖精大図鑑 平林 知子／文・絵 国土社 2013 388/ﾋﾗ/

妖精 百々 佑利子／監修 グラフィック社 2013 388/ﾖｳ/

アーサー・スパイダーウィックの妖精図鑑 トニー・ディテルリッジ／絵 文溪堂 2008 930/ﾌﾞﾗ/

ほか 山梨県立図書館

近くにいるかな？

妖精・妖怪

【1階ティーンズコーナーテーマ展示】

展示期間： 5月24日～7月24日



　　　　　日本の伝承　妖怪

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

日本の妖怪 小松 和彦／編著 ナツメ社 2009 388.1/ｺﾏ/

図説日本の妖怪 近藤 雅樹／編 河出書房新社 1990 388.1/ｽﾞｾ/

図説日本の妖怪 岩井 宏実／監修 河出書房新社 2000 388.1/ｽﾞｾ/

図説妖怪画の系譜 兵庫県立歴史博物館／編 河出書房新社 2009 388.1/ｽﾞｾ/

絵でみる江戸の妖怪図巻 善養寺 ススム／文・絵 廣済堂出版 2015 388.1/ｾﾞﾝ/

図解日本全国おもしろ妖怪列伝 山下 昌也／著 講談社 2010 388.1/ﾔﾏ/

妖怪の日本地図 志村 有弘／監修 青春出版社 2013 388.1/ﾖｳ/

江戸の怪談絵事典 近藤 雅樹／監修 PHP研究所 2012 388/ｴﾄﾞ/

図鑑・日本の妖怪 さこやん／絵と文 偕成社 1997 388/ｻｺ/

日本の妖怪大図鑑 1・2・3 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房 2010 388/ﾆﾎ

水木しげる妖怪大図解 水木 しげる／著 小学館 2004 388/ﾐｽﾞ/

水木しげる妖怪大百科 水木 しげる／著 小学館 2004 388/ﾐｽﾞ/

妖怪 倉本 昭／原案 玉川大学出版部 2016 388/ﾑﾗ/

妖怪 小松 和彦／監修 グラフィック社 2013 388/ﾖｳ/

妖怪伝説大百科 上巻・下巻 常光 徹／監修 ポプラ社 2011 388/ﾖｳ

47都道府県!!妖怪めぐり日本一周 1・2・3 伊藤 まさあき／絵 汐文社 2017 388/ﾖﾝ

日本の学校の怪談絵図鑑 3 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房 2016 147/ﾆﾎ/3

日本の妖精たち 福田 清人／編 三省堂 1978 913/ﾆﾎ/

百鬼繚乱 近藤 瑞木／編 国書刊行会 2002 913.57/ﾋﾔ/

大接近!妖怪図鑑 軽部 武宏／作 あかね書房 2012 E/ﾀﾞｲ/

妖怪図鑑 常光 徹／文 童心社 1994 E/ﾖｳ/

ほか

　　　妖精や妖怪が出てくる物語

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

妖精めがねさしあげます 日本児童文学者協会／編 偕成社 2011 913/ﾖｳ/

妖精のプリンセス 日本児童文学者協会／編 偕成社 2012 913/ﾖｳ/

コリアンダーと妖精の国 サリー・ガードナー／著 主婦の友社 2008 933/ｶﾞﾄﾞ/

妖精フェリシティ 1～10 エマ・トムソン／作 岩崎書店 2008 933/ﾄﾑ

風の妖精たち メアリ・ド・モーガン／作 岩波書店 2007 933/ﾄﾞﾓ/

世界の終わりと妖精の馬 上・下 ケイト・トンプソン／著 東京創元社 2011 933/ﾄﾝ

砂の妖精 E.ネズビット／作 福音館書店 2002 933/ﾈｽﾞ/

犠牲の妖精たち ホリー・ブラック／著 ジュリアン 2006 933/ﾌﾞﾗ/

シャナラの妖精石(エルフストーン) 上・下 テリー・ブルックス／著 扶桑社 2007 933/ﾌﾞﾙ

妖精のキャラバン ビアトリクス・ポター／作 福音館書店 2000 933/ﾎﾟﾀ/

金の鍵 マクドナルド／作 岩波書店 1996 933/ﾏｸ/

赤の妖精(フェアリー)ルビー デイジー・メドウズ／作 ゴマブックス 2006 933/ﾒﾄﾞ/

妖精王の月 O.R.メリング／作 講談社 1995 933/ﾒﾘ/

妖精物語 上・下 オーピー夫妻／編著 草思社 1984 933/ﾖｳ

妖精が丘 アンデルセン／原作 評論社 2005 949/ｱﾝ/

虚実(うそまこと)妖怪百物語 序・破 京極 夏彦／著 KADOKAWA 2016 913.6/ｷｮ

妖怪レストラン たかい よしかず／絵 童心社 1996 913/ﾖｳ/

妖怪・化け物の怪談 川村 たかし／監修 教育画劇 2007 913/ﾖｳ/

江戸奇談怪談集 須永 朝彦／編訳 筑摩書房 2012 B913.5/ｴﾄﾞ/

河童のお弟子 泉 鏡花／著 筑摩書房 2014 B918.6/ｶｯ/

文豪妖怪名作選 東 雅夫／編 東京創元社 2017 B918.6/ﾌﾞﾝ/

百鬼園百物語 内田 百間／著 平凡社 2013 B918.68/ｳﾁ/

ほか 山梨県立図書館


