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遠藤 純 監修

多様化する児童文学の流れを
俯瞰できる初の専門書誌

〔収録項目例〕
児童文学一般：事典・辞典／書誌・文献目録／ブックガイド・児童文学案内

●国内外の児童文学（翻訳文学を含む）に関する研
究書、研究論文などを網羅した文献目録です。
●絵本、童話、少年少女小説、詩・童謡から児
童文化（漫画・アニメなど）、図書館・読書運動な
ど幅広い研究領域を対象に、戦後から現在ま
でに国内で出版された単行図書、雑誌・紀要
類に掲載された論文・批評など4万点を2分冊
に収録しました。

日本児童文学：時評・展望・紹介記事／比較・影響／児童文学論・研究／テ

ーマ別研究／文学史／挿絵・童画／科学読み物／SF・ファンタジー／戦争
文学／伝記／動物文学／ノンフィクション／冒険小説／歴史読み物…

海外児童文学：時評・展望・紹介記事／海外児童文学論・研究／翻訳・翻訳

論／文学史・事情／アジア／ヨーロッパ／アメリカ／挿絵／雑誌・新聞…

童謡・唱歌・詩：わらべ歌・ことば／日本／海外…
民話・昔話・神話・伝承：民話・伝説・神話論／伝承・再話／現代民話…
絵本：絵本論／評価・選書／絵本史・事情／ジャンル別…
マンガ・アニメーション・映画：マンガ・アニメ史／少年少女マンガ…
児童文化・子ども文化：紙芝居／児童劇／人形劇

●各文献は、分野・作家別に体系的かつ詳細に分
類。サブカルチャーやライトノベルなどの見
出しも立項。論題に作家名・作品名がなくイ
ンターネットでは検索が難しい文献も調査で
きます。
●「事項名索引」
「著者名索引」
「収録誌一覧」付
き。
監修者プロフィール

／人物評伝・追悼／時評・展望・紹介記事／児童文学館・図書館・文庫・記念
館／文学賞／創作法・表現法／大会・会議・図書展／出版・出版社…
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ポップ・サブカルチャー・メディア
ライトノベル
子どもと読書：読書論／読書活動・運動／学校図書館…
作家・作品論（日本）：赤羽末吉／芥川龍之介／あまんきみこ／安野光雅／

石井桃子／いわさきちひろ／上橋菜穂子／江戸川乱歩／小川未明／かこ
さとし／金子みすゞ／神沢利子／木下順二／葛原しげる／小松崎茂／斎
藤惇夫／サトウハチロー／佐野洋子／下村湖人／杉みき子／鈴木三重吉
／高木敏子／高野辰之／滝平二郎／武内俊子／竹久夢二／立原えりか／
谷川俊太郎／長新太／壺井栄／坪田譲治／豊島与志雄／中山晋平／那須
正幹／新美南吉／灰谷健次郎／初山滋／東君平／平塚武二／松谷みよ子
／まど・みちお／宮澤賢治／椋鳩十／村岡花子／森絵都／森はな／やなせ
たかし／山中恒／吉田一穂／ヨシタケシンスケ／若松賤子…

作家・作品論（海外）：アンデルセン, ハンス・クリスチャン／イソップ／

えんどう・じゅん

武庫川女子大学教育学部准教授、大阪国際児童文学振興財団理
事・特別専門員。専門分野は日本の児童文化史・児童文学史。宮
澤賢治研究。共著に『「もの」から読み解く世界児童文学事典』
（原
書房）、
『児童文化と子ども文化』
（港の人）など。

エンデ, ミヒャエル／キャロル, ルイス／グリム兄弟／ケストナー, エー
リヒ／シートン, アーネスト・トンプソン／シュピリ, ヨハンナ／ドイル,
アーサー・コナン／トウェイン, マーク／ブルーナ, ディック／ミルン,
A.A.／モンゴメリ, ルーシー・モード／ヤンソン, トーベ／ルナール, ジ
ュール／ローリング, J.K.／ワイルダー, ローラ・インガルス…
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中川 李枝子

作家・作品論（日本）

中川 李枝子（1935〜）

〔図 書〕
神宮輝夫
〔雑 誌〕
万屋秀雄

現代児童文学作家対談
20cm 2400円

3

角野栄子・立原えりか・中川李枝子

偕成社

1988.12

265p

中川李枝子論―初期作品と最近の作品との比較を通して（現代の幼年童話〈特集〉）：日本
児童文学 18（5）〔1972.6〕 p27〜30
万屋秀雄 中川李枝子の幼年童話について―初期作品を中心に：鳥取大学教育学部研究報告 人文・社会
科学 28（1）〔1977.6〕 p31〜52
山内祥史 中川李枝子―初期幼年童話について（児童文学の世界〈特集〉）：国文学 解釈と鑑賞 48
（14）〔1983.11〕 p113〜115
中川李枝子, 中川宗弥 エッセイ 私と絵本のこと（特別企画 あの人に贈りたい山の絵本）：山と渓谷 通
号736 p146〜147
中川李枝子 絵本作家訪問記 中川李枝子さんの巻：母の友 通号545 p44〜51 〔1998.10〕 p44〜51

「いやいやえん」
〔雑 誌〕
中川正文 中川李枝子作「いやいやえん」―中川李枝子の出発（現代日本児童文学作品論）：日本児童
文学 21（9）〔1975.6臨増〕 p112〜118
高橋さやか 幼児幼年文学―「いやいやえん」「小さいモモちゃん」を手がかりに（児童文学の中の子ど
もたち〈特集〉）：日本児童文学 23（2）〔1977.2〕 p37〜41
佐藤宗夫 いやいやえん（日本の戦後児童文学・ロングセラーの秘密〈特集〉）：日本児童文学 33（3）
〔1987.4〕 p28〜31
西本鶏介 童話に学ぶ人間の生き方 エネルギーにあふれた心―中川李枝子「いやいやえん」：エ
デュ・ケア21 4（3）〔1998.3〕 p38〜41
「ぐりとぐら」
〔雑 誌〕
坂部豪 ぐりとぐらのとしょかん―図書館って, こんなところです：みんなの図書館
〔1983.3〕 p51〜55
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ポップ・サブカルチャー・メディア
〔図 書〕
鴫原一穂等著 子ども・見ている聞いている―マス・コミの影響 三一書房 1957 242p 19cm
石田光, 森田昌樹, 蜂屋正秋編著 マスコミは子どもを変える 大阪教育図書 1960 318p 19cm
依田新編
テレビの児童に及ぼす影響 東京大学出版会 1964 260p 27cm
羽仁進
子どもとマスコミ―映像文化の正しい受けとりかた 評論社 1969 208p 18cm 290円
（家庭文庫 3）
岩佐京子
テレビに子守をさせないで―ことばのおそい子を考える 水曜社 1976 210p 19cm
880円
中村博等著
子ども・教育とテレビ黒書―テレビを子どもの味方にするために 労働旬報社 1976
287p 22cm 1000円
子どもの文化研究所編 子どもの発達とテレビ―子どもの人格形成とテレビのかかわり 童心社 1979.
1 225p 19cm 800円 （子どもの文化双書）
イアン・ビュルマ著, 山本喜久男訳 日本のサブカルチャー―大衆文化のヒーロー像 ティビーエス・ブ
リタニカ 1986.6 245p 19cm 1300円
実相寺昭雄 ウルトラマンのできるまで 筑摩書房 1988.1 199p 19cm 950円 （ちくまプリマー
ブックス 13）
アリエル・ドルフマン著, 諸岡敏行訳 子どものメディアを読む 晶文社 1992.8 257p 21cm 3300円
田埜哲文
ひみつのアッコちゃんのコンパクトはなぜ―ボクが解決したサブカルチャー疑問集 徳間
書店 1993.3 223p 21cm 1300円
宮台真司, 石原英樹, 大塚明子 サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニ
ケーションの現在 PARCO出版 1993.10 311p 21cm 2500円
松野明久編
インドネシアのポピュラーカルチャー めこん 1995.12 210p 21cm 2060円
小山昌宏
時間を止めて逆さまの時間を生きる 新風舎 1996.11 174p 19cm 1500円
近田春夫
定本 気分は歌謡曲 文藝春秋 1998.12 460p 19cm 1714円
Japanese SF Movies―日本特撮名鑑 ネコ・パブリッシング 1999.11 231p 21cm 1600円 （NEKO
CINEMA BOOK―JAPANESE SERIES VOL.2）
〔雑 誌〕
西本三十二 ラジオと児童文化：6・3教室 5（4）〔1951.4〕 p39〜43
安部公房他
コドモとマス・コミ：文学 27（3）〔1959.3〕
石上正夫
「変身ブーム」を考える（児童文化時評）：日本児童文学 18（8）〔1972.9〕 p88〜91
辻功
子どもと映像文化（情報化社会と教育〈特集〉）：文部時報通号1188 〔1976.5〕 p27〜32
吉本隆明, 笠井潔, 川村湊 サブ・カルチャーと文学―討論インタヴュー：文芸 24（3）
〔1985.3〕 p90〜129
石子順
アニメーションと児童文学（エンターテイメントの現在〈特集〉）
：日本児童文学 32（8）
〔1986.8〕 p28〜33
橋本治
サブカルチャーの不思議（主題・思想環境としての〈現在〉）
：思想の科学 第7次 通号88
〔1987.4〕 p30〜38
小平さち子 子ども文化としてのテレビ―海外の 子どもとテレビ をめぐる動向から（特集メディ

