
　　＜光瀬龍　－生誕90年－＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 百億の昼と千億の夜 光瀬 龍 早川書房 1979 9136/MI66 書庫CL

2 東キャナル文書 光瀬 龍 早川書房 1979 9136/MI66 書庫CL

3 かれら星雲より 光瀬 龍 徳間書店 1981.1 9136/MI66 書庫CL

4 派遣軍還る  宇宙塵版 光瀬 龍 早川書房 1981.4 9136/MI66/2 書庫CL

5 吹雪の虹 光瀬 龍 集英社 1984.2 9136/MI66 書庫CL

6 虫のいい虫の話 光瀬 龍 リヨン社 1986.4 K4/A 654/2 協力保存

7 光瀬龍-SF作家の曳航 光瀬 龍 ラピュータ 2009.7 91026/ﾐﾘ1 一般開架

8 コトバのあなた マンガのわたし 萩尾 望都 河出書房新社 2012.5 72610/130 一般開架

9 夢をのみ　日本ＳＦの金字塔・光瀬龍 立川 ゆかり ツーワンライフ 2017.7 90126/ﾐﾘ2 一般開架

展示期間　:　平成３０年３月１７日(土)～４月１９日(木)　

　　　千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー

　　　　今、ＳＦがおもしろい。
　　　　　　～ＳＦ作家 光瀬龍 生誕９０年にあたり～

所蔵は全て東部図書館

ＳＦは普段あまり読まないという方にも、ＳＦ大好きという方にも、より楽しんでいただけるよう、

機械的な雰囲気をあまり感じさせないファンタジー系作品から、これぞ“ザ・ＳＦ！”といったハード

な作品まで、幅広く集めました。〈光瀬龍-生誕90年-〉 〈日本の作品〉 〈海外作品〉 〈アンソロ

ジー〉 にまとめましたが、他の作家や作品もお探しできます。

ＳＦ創生期の先駆者たちの作品あり、他のジャンルと融合してさまざまに進化を遂げた新時代

の作家の作品あり。どうぞ楽しみください。

光瀬 龍 （みつせ・ りゅう 1928 - 1999）

日本のＳＦ作家。本名 飯塚 喜美雄。東京生。東京教育大学理学部動物学科卒、文学部哲学科卒。

高校で教鞭を執る一方、『宇宙塵』に参加。1962年『ＳＦマガジン』に「晴の海１９７９年」でデビュー。その

後、タイトルの後ろに年号がついた一連の作品を次々に発表する。

スペースオペラ、スペースアクション、時代ＳＦ、歴史ＳＦ、伝奇時代ＳＦ、和製ヒロイック・ファンタジー、

ジュヴナイルＳＦ等々、幅広い作風で短編から長編まで多数の作品を執筆した。中でも代表作『百億の昼

と千億の夜』は、ＳＦ的に読み替えた宗教やアトランティスの伝説などを巧みに用いながら、阿修羅王やナ

ザレのイエスらの神話的闘争を描いたペシミスティックな作品。日本の幻想ＳＦを代表する傑作であり、萩

尾望都（はぎお・もと）によって漫画化された。

没後、日本ＳＦ作家クラブより第20回(1999)日本ＳＦ大賞特別賞が贈られている。

（参考 『日本幻想作家事典』 東雅夫・石堂藍 編 国書刊行会 2009 「光瀬龍」p667-668）
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 ＜日本の作品＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

10 機械の仮病 秋田 禎信 文藝春秋 2010.11 9136/ｱﾖ18 一般開架

11 君の名残を 浅倉 卓弥 宝島社 2004.6 9136/ｱﾀ32 一般書庫

12 地下鉄(メトロ)に乗って 浅田 次郎 講談社 1999.12 9136/ｱｼ36 一般書庫

13 窓のあちら側 新井 素子 出版芸術社 2007.2 9136/ｱﾓ3 一般書庫

14 空の中 有川 浩 メディアワークス 2004.11 9136/ｱﾋ28 一般開架

15 海の底 有川 浩 メディアワークス 2005.6 9136/ｱﾋ29 一般開架

16 塩の街 有川 浩 メディアワークス 2007.6 9136/ｱﾋ26 一般開架

17 図書館革命 (※「図書館戦争」シリーズあり） 有川 浩 メディアワークス 2007.11 9136/ｱﾋ30 一般開架

18 ブルータワー 石田 衣良 徳間書店 2004.9 9136/ｲｲ16 一般書庫

19 虐殺器官 伊藤 計劃 早川書房 2007.6 9136/ｲｹ19 一般書庫

20 ハーモニー 伊藤 計劃 早川書房 2008.12 9136/ｲｹ23 一般開架

21 華竜の宮 上田 早夕里 早川書房 2010.1 9136/ｳｻ6 一般開架

22 夢見る黄金地球儀 海堂 尊 東京創元社 2007.1 9136/ｶﾀ27 一般書庫

23 夏のロケット 川端 裕人 文芸春秋 1998.1 9136/ｶﾋ10 一般書庫

24 せちやん  星を聴く人 川端 裕人 講談社 2003.9 9136/ｶﾋ27 一般書庫

25 新世界より（上・下） 貴志 祐介 講談社 2008.1
9136/ｷﾕ
15/1～2 一般開架

26 不確定世界の探偵物語 鏡 明 徳間書店 1984.8 9136/KA16 書庫CL

27 継ぐのは誰か? 小松 左京 早川書房 1972 9136/KO61 書庫CL

28 日本沈没 （上・下） 小松 左京 光文社 1973.3
9136/KO61
/1～2 書庫CL

29 果しなき流れの果に 小松 左京 角川書店 1980 9136/KO61 書庫CL

30 首都消失（上・下） 小松 左京 徳間書店 1986.11
9136/KO61
/1～2 書庫CL

31 地には平和を 小松 左京 新風舎 2003.11 9136/ｺｻ９ 一般開架

32
小松左京全集完全版21（ゴルディアスの結び目
ヴォミーサ  天神山縁糸苧環）

小松 左京 城西国際大学出版会 2015.2
91868/ｺｻ
2/21 一般開架

33 流星ワゴン 重松 清 講談社 2002.2 9136/ｼｷ17 一般書庫

34 パラサイト・イヴ 瀬名 秀明 角川書店 1995.4 9136/SE57 書庫CL

35 あしたのロボット 瀬名 秀明 文藝春秋 2,002.10 9136/ｾﾋ3 一般書庫

36 ジェノサイド 高野 和明 角川書店 2011.3 9136/ﾀｶ58 一般開架

37 銀河英雄伝説 田中 芳樹 徳間書店 1982.11 9136/TA84 書庫CL

（参考 『日本幻想作家事典』 東雅夫・石堂藍 編 国書刊行会 2009 「光瀬龍」p667-668）
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

38 家族八景 筒井 康隆 新潮社 1974 9136/TS93 書庫CL

39 七瀬ふたたび 筒井 康隆 新潮社 1979 9136/TS93 書庫CL

40 エディプスの恋人 筒井 康隆 新潮社 1980 9136/TS93 書庫CL

41 旅のラゴス 筒井 康隆 徳間書店 1986.9 9136/TS93 書庫CL

42 時をかける少女 筒井 康隆 鶴書房盛光社 19‐‐ 9136/TS93 書庫CL

43 象られた力 飛 浩隆 早川書房 2004.9 9136/ﾄﾋ9 一般開架

44 太陽の簒奪者 野尻 抱介 早川書房 2002.4 9136/ﾉﾎ1 一般書庫

45 太陽の世界   1（※～18まで所蔵あり） 半村 良 角川書店 1980.1 9136/H29/1 書庫CL

46 乂Ｙ(ガイア)伝説 半村 良 主婦の友社 1999.3 9136/ﾊﾘ8 一般書庫

47 パラドックス13 東野 圭吾 毎日新聞社 2009.4 9136/ﾋｹ44 一般開架

48 カッコウの卵は誰のもの 東野 圭吾 光文社 2010.1 9136/ﾋｹ47 一般開架

49 マイナス・ゼロ 広瀬 正 河出書房新社 1973 9136/H72 書庫CL

50 未来いそっぷ 星 新一 新潮社 1971.4 9136/H92 書庫CL

51 やっかいな関係 星 新一 青竜社 1991.6 9136/H92 書庫CL

52 星新一ショートショート1001    1 星 新一 新潮社 1998.12 9136/ﾎｼ1 一般書庫

53 ほしのはじまり 星 新一 角川書店 2007.11 9136/ﾎｼ3 一般書庫

54 バビロニア・ウェーブ 堀　晃 徳間書店 1988.11 9136/H87 書庫CL

55 なぞの転校生 眉村 卓 鶴書房 1979 9136/MA98 書庫CL

56 消滅の光輪    1・２ 眉村 卓 早川書房 1981.6
9136/MA98/１
～2 書庫CL

57 新・異世界分岐点 眉村 卓 出版芸術社 2006.9 9136/ﾏﾀ15 一般書庫

58 となり町戦争 三崎 亜記 集英社 2005.1 9136/ﾐｱ15 一般書庫

59 美しい星 三島 由紀夫 新潮社 1971 9136/MI53 書庫CL

60 浦島タロウ未来編 三ツ野 豊 鳥影社 1998.9 9136/ﾐﾕ15 一般書庫

61 スカイ・クロラ 森 博嗣 中央公論新社 2001.6 9136/ﾓﾋ15 一般開架

62 神狩り 山田  正紀 角川書店 1980 9136/Y19 一般開架

 ＜海外作品＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

63 時の眼 アーサー・C.クラーク 早川書房 2006.12 9337/ｸｱ10 一般開架

64 幼年期の終わり アーサー・C.クラーク 光文社 2007.11 9337/ｸｱ11 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

65 最終定理 アーサー・C.クラーク 早川書房 2010.1 9337/ｸｱ15 一般開架

66 火星の人  映画「オデッセイ」原作  （上・下） アンディ・ウィアー 早川書房 2015.12
9337/ｳｱ
10/１～２ 一般開架

67 ニューロマンサー ウィリアム・ギブスン 早川書房 1986.7 9337/ｷｳ7 一般書庫

68 ディファレンス・エンジン ウィリアム・ギブスン 角川書店 1991.6 933/G42 書庫CL

69 すばらしい新世界 オルダス・ハクスリー 光文社 2013.6 9337/ﾊｵ3 一般開架

70 双生児
クリストファー・プ
リースト 早川書房 2007.4 9337/ﾌｸ4 一般書庫

71 限りなき夏
クリストファー・プ
リースト 国書刊行会 2008.5 9337/ﾌｸ6 一般書庫

72 TAP グレッグ・イーガン 河出書房新社 2008.12 9337/ｲｸ1 一般開架

73 空襲警報 コニー・ウィリス 早川書房 2008.12 9337/ｳｺ15 一般開架

74 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ 旺文社 1974 9536/V63 書庫CL

75 地軸変更計画 ジュール・ヴェルヌ 東京創元社 2005.9 9536/ｳｼ3 一般書庫

76 月世界へ行く ジュール・ヴェルヌ 東京創元社 2005.9 9536/ｳｼ4 一般書庫

77 八十日間世界一周（上・下） ジュール・ヴェルヌ 光文社 2009.5
9536/ｳｼ7/
１～２ 一般書庫

78 海底二万里（上・下） ジュール・ヴェルヌ 新潮社 2012.9
9536/ｳｼ
10/１～２ 一般書庫

79 地底旅行 ジュール・ヴェルヌ 光文社 2013.9 9536/ｳｼ13 一般書庫

80 1984年 ジョージ・オーウェル 早川書房 1975 933/O91 書庫CL

81 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 1989.4 933/KI18 書庫CL

82 心の鏡  ダニエル・キイス傑作集 ダニエル・キイス 早川書房 1993.12 933/KI59 書庫CL

83 世界の終わりのサイエンス トマス・パーマー 早川書房 1992.12 933/P19 書庫CL

84 トータル・リコール ピアズ・アンソニー 文春文庫 1990.11 933/A49 書庫CL

85 もう一日 ミッチ・アルボム 日本放送出版協会 2007.2 9337/ｱﾐ2 一般開架

86 火星年代記 レイ・ブラッドベリ 早川書房 1980.7 933/B91 一般書庫

 ＜アンソロジー＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

87 贈る物語    Wonder 瀬名 秀明／編 光文社 2002.11 9083/19 一般書庫

88 ロボット・オペラ 瀬名 秀明／編著 光文社 2004.6 9083/22 一般書庫

89 日本SF・名作集成  大活字  第1～10巻 夢枕 獏／編 リブリオ出版 2005.4
L9136/15/1
～10 一般開架

90
日本SF短篇50  日本SF作家クラブ創立50周年記
念アンソロジー  1～５

日本SF作家クラブ 早川書房 2013.2
91368/215/
1～５ 一般開架

91 新編日本幻想文学集成１（※～第７巻） 国書刊行会 2016.6
9186/73/1
～7 一般開架
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