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W種々のジャン・レ、

　国立国会図書館所蔵の欧來の児童書

関係参考書です。図書に限っ．ていま

す。まだまだあると恩われますが，

気のついたものだけipげました・数は

少ないですが，回外質の高い陀又，

その方面での必読書なども含まれて

います。児童図書館関係の．＄のは，

　「甲立国会図書館月報」の1「図書館

学資料速報」に雑誌も含めて掲載さ

’れ℃います。各記入の末尾に請求記号三

のないもみは，昭和46年11月現在で整

理中めものです。

　参考書のリスト・アップは木下・解

題はアメリカ・西欧の図書についてはく、

大村，ソ連・チェコの図書ひとついては　’，

　　　　容，

W　図書以外の児童読み物について

田児童の読書についで．

D（奉の選択について

X　ソヴェトとチェコスロヴァギア1

　の児童書に関する各分野を含めて

、の参考書誌

北畑がそれぞれに担当しました。

　　　　　　　1・文学史　　　　一

　　　　　一ヨーロツ．£．一一一L’、

　　（1）Hurlimann，　Bettina．

　　　　Europaisch　KinderbUcher’in

　　　　drei　Jahrhuhderten．　・2d　ed．

　　　　ZUri6h，　Atlantis，　1963．　288p．

　　　　　　　　　　　　　（KE177－1）

　　　’．Three’　centuri　es　一　of’　，　children’s

　　　　books　in　Europe；　trapslated　＆　’

．．　edit，ed　by　Brian　W．　Alqerson．

　　　：，Oxford　Univ．　Pres＄，　1967．

　　　　297p．　（KE177－2）
　　出版者・・編集者と一しての経験をいか
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し，コメニウズからブレヒトに至る

までのヨfpッパ児童女学300年の

歴史を，．童謡，民話，‘知識の・本，・．

イソデ・ア単語という様なジャ

ンル、に分けてのべ、ホフマン，、．アン

デルセン等についても各k一章を充

てている。’ ﾁにドイツの児童文学に　　’

詳しい9英訳は第2版の訳でr訳者’　’t

が独自の判断に基づいて章別構成を

一部かえ，説明を増している。福音・

館書店より野村滋訳「子どもの本の

・世界」（1969年味解）が出ているが，・・

やはりドイツ語第2版からの全訳で．「
A

ある。1 D’ D・
@　t　．一ltt・

　　　　一アメリ．カー一1一・一一一一「．　　　　　㍉

＠Bechtel，　Louise　Seatnan，　’　，

　　，Books’in　Search　of　childr－en；

　　speeches　and　essays．　Selected

　　and．wi　th　an・　i’ntroduction’by

　　Yirgiqia　Haviland．　・London，・．

　　Macmillan　Co．，　，　1969．・　268p．

1919年．Macmillan社のChi　ldren’s

’Book　Departmentが創立された時

のh岬であり，、ラジ抑i‘StQ・y』『

・lady”であ・り，、　edi　tof／criticである「

著者の論説その他を集めたもの。’彼

女はアメリカ児童文学㊧成長をみて

きた人である。

　　　一イギ・リスー‘．　　、
＠Darton，　E　J．　Harvey．

　　，．Childrenls　bgokg　．iri’　．England；

　　’ti　ive　．　centuries　’of　social　life．

　　・Cambridge　at，　’the　Uriiversl’ty

　　Pre’sg，．19．32．　359pl．，　’　’　，　・．．・

　　　　　　　　　　’（028．5－D226c）　’

　　　　　　　　　　　　　　　　’in　32　s一一．

　　同上　2d　ed．　Cambridge，

　　・1970　’［C1958）

1評価の高い，英国児童文学史。’歴史

的研究に於いて，必ず言及ぎれる名

著』第2、版には，Kathleen　Linesの

IntroductiQnがあり，著者について

の記事がある。、’

＠Ellis，　Alec．

　　A　hi＄tory　of　chi　ldreh’s　reading

　　and　literature．　OkfQrd，　Perga一　’

　　．mon　Press，　1968．　233p．

　　　　．‘pt．、　　’』、　t　（UG7ユー3）

“Working－class　education　in　．　Eng－

1and　and　Wales7’（Pr6face　p．　xi）を

19世紀以後；今日まで辿る。イギリ

ス人の読書能力の向上ど，それと不

可分の・，学校た於ける図書の利用，

『学校及び公共図書館の設置，．更にあ

　らゆる種類の‘‘recreationa11iter－

ature”の発展に及ぶ。

＠Eyre，・Frank．　一　，

　　2Qth’century　childrenis’books，

　　　wi　th　twenty．一five　illustrations　’

　　　in　black　＆　Whi　te　’　and　’　twelve

　　・in　co，lour．　Londoni　Bri　tish．

　　’Council　by　・　Longmans，，　Green

　　　and　’Cp．，　’1952．　72p．　・

　　’一　・　’1　’　（O，？．，8．5－E98t）　，

今世紀の英国児童文学の発展めあ．と
．をたど’驕B（出版者の広告によれば）

q・・ゆ・τ・・dit6・．，　Publi，・h・r乏して．

騙す髄のりな、峰験を濡かし
て；’文体，イラス．トレイションの発

屡をり球る，、
，　・^＠Muir，　．Percy．，　（Percival　Horace）

　　　English・chi　ldren，’s　books　1600



　　to　1900．　NeW　，York，’　Frederick’

　　A．　Praeger，　1954．　256p．

1900年以前の主要な児童文学者・及び

その作品についてのべる。1英国児童

文学は，John　Newbery以前に既に

はじまる，之する。著者は古本屋を

営」み，amateur　book　・　eollectorで

あり，主として，書誌学的観点から、

する文学史といえよう。100．以上の

イラストレイショソを’含む。

＠Townsend，　John　Rowe．

　　Wti　tten　for　chi　ldrep．；　an　O．　ut－

　　line’of　English　children’s　li　t一・

　．一一erature．　London，　G；　Miller，

　　1965．　160p．　．（028．5－T748W）

著者の．序文には「厳密な学問的研究

ではなく，楽しみの為に書いた6そ

して楽しんで読まれてぼしい」とあ

る。絵本は割愛されている。

　　　　　　　皿　文学批評・

　　〈E）Arbuthnot，　May　Hill．

　　　　Children　and　books．　Chicago，

’　　　Scott，　Foresman　apd　Co．，ユ947．・

　　　　626p．　（028．5一’　A667c）

　．ユ964年頃は，．3版を重ねた，批評の

　　1分野での古典的名著の二つ。6部に

　　分かれ，詩，民話，．フナシタジJL　r一

　　現代小説，歴史物語等々のジャンル

　　・について，評価の基準を与えまケ，

　　と努める。．巻末には，38頁にのぼる「

　　（｝uides　to　studyがあり，書目と索

　　引がある。

　．＠Darli　ng，　Ri　chard　L．．　，，　・

　　　　The　rise　of・children’s　book

　　　　reviewing　in　America，・　1865一・

　　1881．　New，，York，　R．　R．　Bowker

　　Co・，　1968．．452p．　．．　．．

　　　　　　　　　　（U　G51一一一．　1　）

南北戦争のあ，と，児童女学め重要性

が認められた時期，36ダィト』ルめ文

．1芸月刊誌が，批評及び出版の分野に

おいて，、如何なる役割を果たし距か

をのべる。’ D20頁以上¢）footnotさs，

152頁に亘るbibliographyを含む。

・＠　Ddde’rer，　Klaus．

　　’Klassische’Kinder一　und　Ju－

　　gendb；u’cher；　Kritische’　Betic－

　　achtunge4．　Weinhe’im，．Julius

　　’Beltz，　1969．　160P．

児童文学における古典の意味を探

るbピノキオ，エミt一ルと探偵た

ち，もじゃもじゃベータL，レザー’

■トッ・ギング，ハイジ，グ・リム童話

’をあげて，冬・々に1章をあててのべ

る。各物毎に書目を付する。

’．＠Chicago．　Universityi　Gradixate’

iLibrary，School．　’　’　．　”

　　A　crit・ical　approach　to　chil－

　　dre’i’　’s　lite’rature’；　the’thi’rty－

　　first　annual’　conference　of　the

　　’Graduate　Library　SchoOl，”Aug．　’

　　1－3，　1966．　Edited　by．Sara　ln－

　　pis．Fenwick．・Chicago，　Uni－

　　versity　of　ChicagO　PreSs，　1967．，

　／　129pL　’　J”．

L．　H：　Smi’th　．gD　Th．e　unreluct’ant

years’i下掲．⑫）の副題をと』 ﾁてテ
㌍7とした，幽批評の基準を求めての

研究会の論文集である。

＠Smith，　Lillian　Helenai　．　”，　，

　　　The　U’nreluctant．years’；，，a

’一@33　．



　　　critic．al　approagh　t，g　children’s

　　　literature；．　Chicago，　American

　　－Library　Assocttation，　1953．’

　　　193p．　・’　’（028．5－S654u）

批評の分野での古典的名著の一一：一しつ。

児童文学を昔話，神話．，詩‘伝説1

その他のジャンルに分け，具体的に「

作品を挙げ芝．評価の基準を示す6邦

訳ぽ，岩波書店から，石井桃子，瀬

、田貞二，、渡辺茂男共訳で，「児童文

学論」、として発行（1969年忌。・

’＠Targ，　William，　ea．

　　BiblibPhile　in　the　nufsery；　a

　　，　bookman’s　treasury　of　collect一・

　一　、ors’10re　On　6工d・　altd　rare；chil－

　　drf　niS　books．　Edited，　with　an

　　　in’troductioh　＆　notes，　．by　Wil－

　　liam　Targ．’　Cleveland，　World

　　’　publishing　Cob．19s7．　503p．　’・

　　　　．一，1．・　’　．（028，5－T185b）

序：文には，1児童図書には，独特の価1’

値があるこ乏を認め，・それが収集に

あたいするというポ内容は，23人の

・作家1研究者が，本との．出会L・，みる．

いは・：ある季ぼ）出版史・あ’るいは，、

、収集について，∫語る、執筆者は，ポ

γルiアザー・ルか・ら，Ptラリr・ク

イLン．まで，、多彩である。・「’一

＠Trease，　Geoffrey．

　　Tales’out　of　s6hool，　LQndopT

　　．．　W．　一HeineMann　Ltd．　，・　・，1948，　・　・’　’

　　’199p．，　・　’．i．（028．5rT784t）

盲分自身の経験から，良い本の選択や

の難しさから説き起dし，．良い児童

’文学を育てるものは何力㍉その為に

?ﾆジ’親，『教師」、．図書館などが，何

一34一

をすればよいか，を論ずる6

　　　　　皿、文学賞’、　．　　・、

＠Library’Association．　’

　　Ch6sen　for　childre’n；　on　ac－

　　count・　of　the　books　which　have

　　．been・awarded　the　Library

　　Association　Carnegie　Medal，

　一　．1936－1957．　Edited　by　Marcus

　　CrQuch．　London，　Librar’y　As一

　　．sociation，　1957．　89p．・．

　　　　，一’　’　（028．5－L697c）

「各kの受賞作品について，短い考察

がありジ原文の引用，著者について

の簡単な記事，．その作品が生まれた

．経過についての著者の文を含む。

・1939年のアーサー・ランサムから，

1956年のC・S・・ルイスに至るま℃

，の受賞作品を扱う。．　　　　、

＠Scherf，’　Walter．

　　”Pre’isgekr’6nte　KinaetbUcher；

　　．Children’s　Pri’ze　books，　eitu

　　Katalog　der　lnternationalelt

　　JUgendbibliothek　Uber　67
　　Prei＄e．．Mitnchen，　Vetlag　Do，一

　　kuMentation，　1969；　238p．

受賞作品のカタPグ。6つの国際賞’

と24下国の賞との，受賞作品を含
む。．1659年に初版発行。

＠Weber；　Olga　S．

　　Literary　＆　library　prizes．　6th

　　・ed．，　revised＆en工atged．　New

　　York　＆　London，　IRI　R．　Bowker’

　　Co．，　1967．　340p．　．．（KEI12：2）

国際的な賞，、．アメリカの賞，・イギリ

ス．の賞e・及びカナダのそれについそ’



知識が，得られる。児童文学に関す

る賞は，・アメリカ26，イギリス2，

カナダ3，が挙げられている。本書

．は，3，4年忌きに編集されてい
　　　　　　　t’hる。・

　1▽作家とイラ：ストレイ珍問

＠Anderson，　Hugh，　ed．　・．

　　The．singi・ng　roadp；　a　guide

　　to’Australian　ehi！dren’s　au－

　　thors’　and　illustrators．　Surry・’

　　Hills，　Wentwprth　Press，　1965．

　　117p．　．　．（028．5－A546s）

名作家の自伝，又は伝記をあつめた

もの。作品は，代表的なものを1作

だけあげていることが多い。6頁弱

の序論中に，・．牙一三トラリアの児童

文学史を含む。’

＠Hopkins，　Lee　Bennett．

　　Books　are’　by　people；一inter－

　　Views　with’104　authors　and　’

　　．i　llustrators　of　books　’for

　　young　children．　New　York，　Ci　一

　　tation　Press，　1969．　349p．

アメリ、カの作家イラストレイターに

ついて。夫kの作家について，2，

3の作品名，イラ不トレイダーの場

合，さしえを一つのせている。、逸話

集といbたもの。
・＠lllustrators　of　’children’s　books’：

　1744－1945，　1946－1956，　1957一　．

　ユ966．・Boston，　Horn　Book．．（3v：．）

’イラストレイター一一・についての論：文，』

伝記ll書月を含む1．非常に大部なも』

の。今のところ3巻出版されてい．る。

＠The　who’S　who　of　children’s’・

　　literature．　ComPiled　・＆　edited

一　by　．　Bri’an　Doyle．　・’　New　York，　L

　　S6hocken　Books，　1968．　380p．

　　　　　　　　　　　（KEI12－3）

主として，19世紀から今日に至るま

での英語での作家3QO人を挙げる6

簡単な伝記と主な作品をあげ，．巻末

　には，各人の伝記を含む，書目を付

す。

　、　・　　V　書　目
　げ　　

～児童文学研究に関ずるもの一

⑫Children？s　literature；aguide』

　　to　reference　sourc6s・，prepared

　　under・　direction　of、　Virginia

　　Haviland．．、Washington，　Library

　　of　Congress，一1966．341P．、

　　　　　　　　　（028．51U169ch）’

　主「として米国議会図書館（他に，米

　国の4館を含む）所蔵の，児童図書

　に関する参考書臥非常に詳しい注
解つき。・Chi・lqr骨n’s．　Book　Se6tion

　の創設された1　1963年以来準備され

．・

D・’

E．（きたもので，71073タィー．トルを含

・． Dむ。内容は1．主題によ6て8章に分

　かれ，1その中は，1更に細かい主題に

　よらて分かれたものが，著者名四に

誹列されている⇔

　⑳Ellis，・　Aleb．

　　　HoW　to・find　out　about　ch：i1・

．一． @　dren’s　literature：Oxford，　Per一、

　　’ga甲on’Press，・1966．1188p．，

　　　　　　　・一・（028．5－E47h）

　児童文学：及び児童文学に関する図書

∴の解説∴非常匠コンパクトな入門書

　でもある。

一　・ R5・　一L一



　＠Pellowski，　Annel　．

　　　　The　Worid　of　’children’s　liter一

　　　．ature．　New　Ybtk　＆’Lon．don，

　　　，’Bowker，　1968．，538p．・

　世界各国の児童文学及児童図書館に

　関する雑奉・図書Q書目．P．Ilnter－

　natidnal．Board’　ori　Books　for　Youhg

．・
oe6Ple及び．　Ipt，eτnational．．　Youth

　．：Libraryが，，1955年に行なったアシ．

　ケー、ト調査の成果である。．先ず，国

．．

ﾛ的視野をもった部のを挙げ，凍に

　各国．ρもりがくる．・各国の書目の前・

’には，そ．の国の児童文学及び図書館

　界の現況について．梗概．をめべる。

　＠Smith，　’　EIYa　一S．

　　　’　The，　historY　Qf’　chi．ldre’n’s　li．t一

・　一　，erature｝　a　syllabu’ Ds　wi　th．lthe　一

　　　．鐙lect・dりib1瞭・画es　F・re一．

　　　　word・　by　lf，illian　H・，　Sm， ith：　’

　　　．’Chicagb．，　Ameriean，　L，ibrary

　　　，Associ，atiop．　；　19，　37・　’244p・

　英米の児童卒学の歴史白勺研究セ『律立

　づ参考書目。注解．つき。アシグロ・

　サク．ソ．ン時代から．・19世紀茸でをカ．

∴づ一しており・巻末に円塔ζよる児

．，一D童図書の年表（1659－190Q年）．と，

　著者及び書名め索引を含む。「－

Tア刈抑児幅出に関するゆ7．．
，＠，6　Ametican　Library　Ass6c’i’ati6n．　・

　　　IA，　basiC　’book　．．　collection　for

　　　．・．elementary　gradeS．　7thed．　・Ch一

　　　．．・icagQ，　Apa，eri’can　Library　AsT

　　　’一soc’i’ati6n，　1960．’136P．（U9，4．9一”1）

．一P小．さな小．学校の．図書館め為のバ．ラン

　スのとれた収書g）Yeめめ購買用リズ．

一一一
堰@36　一・

　　・ト。約1，000タイ．トルを含む。

　⑳A血erican　Libraty　Assoc・iationv，．

　　　’Books’for　children，　1967－1968，

　　　　as　selected　and　reviewed　bY

　　　　the　Booklist　and’，subscriptiOn

　　’　i　．　books　bulletin．，　Chicagp，　．Ame　L

　　　　rican．，LibratY　Associqtiorr，

　　　　1♀68ギ145P・．1　．（UP49－3＞

Th，e　Bpg，klist’，qnd，subscriptign．

．books　bUlletinの児童図書．のセクシ

評で・．．雌さ．れた本リリ外7を

　あつめたも．め。913タ．イ．ト．ルが，デ

　＝F．一イ．十進法を修正しだものを用い

　て揚列されセ吟る。購買用リ子卜。

＠，　Arbuthpotl　May　Hil．1．

　　　　Childreri’s　books　too　good　to

　　　　miss．　5th　ed．　Ed．by　May’Hill

　　　．’．．Arbuthnot，　Mary．　Margaret

　　　　Clatk，　and　’　Harriet　G　ene，　va

　　　　Lo，rig．．　Pres＄　’of　Case　Western

　　　　UniversitYi　1966・，69pL

　260タ．イ圷ルをAge・・groupによって．

　分け∴解説する。別にイテストレイ

　S’　一rに関する1章を設け，16人につ

　いて，実例を（白黒写真．ではあるが）

　解説する。巻末にTitle　index　and

　・price．．1i’stがあるg

i＠Children’s，books　inprint，　1969；’i

　　author　，indeg，　ltitie　index，　illusr

　　．trat6r・index．　New　Yp；k，　R．　R．

　　Bpwker　Co，，　1969．　605P．／，

　　Subject／　ggide　toi　children’s，　books　’

　　in’　pr．i・nt，　1970；i　a　subject　index

　．　／．．　’tb　childreri’s　．．bdbks　in　7，0eO　eat一

．　，，　・／一・　．fegories．　NeW．　YQrk，　R．　R．　，Bowker

　　・・Co．・’1970．．437p．’　，，　’　）

　　幽　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬　．

／



’

：Bowker社めDepartment　of　Bib一

．真iogfaphyによって編集されたもの。

＠Eakin，　Mary　K　cqmp．

　　　Good　books　for　ehi．ldr．e．p；　a

　　　selection．　oi　’outstanding　chil一

　　　，drenis　books　pU．bliShed　1．　948－57．　1

　　　Chicago．　University　of　Chicago　’

　　　Pre＄s，’　1959．　．？．73p．，

　　　　　　　　　　　　　（028．5LEIIg）

Bulletin　of　t・he　Center　for．　Chil－

d・en’sB・・ksによbf推薦されたも

の。1　・．　000タイ．トルを貧む。注解つきP

＠Hewin’s，　Caroline　M　comp．

　　　Books　for　bgys　qnd　gi；，　ls；．a．

　　　select　list．・2d　ed．，　rev．　Bos一

　　　．ton，　American　Library　Ass’o－

　　　ciation　，　Publishing　’BQards

　　　1904　（Origin411y　published　ih

　　　ユ897）56p．　　　．　　　（181－63）

購買用．リ．ズ．ト．。月次．も索引もない。夫．

・『の三面村する注解＄，あってもわ

ずかである。し．か．し，序文に独自の選「

択の基準についての説明がある。」〈’1．

”主義に家づ．て各章に分けられたリス．

　トの前に小さな序論があり，・世紀の．　tt

変わり目に痢けう・児童図善につい

　ての評価をちかがうととが出来る6
　＠HQdges．，　Elizabeth　P，　cQptp．　’

　　　　B．　opks　for　elementqry　sch．op1　・’

　　　　librari’es；　ari　’ipitial．　Icoll，　ec一’

　　　．　tion，．　Chicago，　AmeriCan，Lir

　　　　brarY　AssQciatibn，　1969．　321p．

．．幼稚困・少学校り隼徒り興味とカ？

　キ’・ラムにあおせた＄のq購買用．リ、

　スト。．3，077．タイトルを含むρ．注．解

　づき。

7T一　3．　7’r

．⑳1970．りest　books　forρhlldr『n；a

．．． Dca　ta！Qg　Gf．4，CCO　titles．．¢om一

，piled　by　Doris　Solothon，　Lilliap

G・rh・・dt・．12th・d・N・V・．　Ygrk・．

　　RR．．．BoWker　Co．，．1970．

年刊。Children’s　Books　in　Print

．（前掲⑳）．．に．リストアップされた約

35，000タイトルの中から選ばれ，．6．・

つの団体ρ何れかに推されたもの・

⑭Ro＄ehbach，　A．S．　W．．．

　　　Ear：1y’Am¢rican　ch・illdren’s

　　　P・噸With　bl’blig9・，・phical

　　　descriptiQn『of・the　books．in

　　　hiS．　private．’（iollect－ion．．　Fore－

　　　Word　by．A．　Edward　Newton．、

　　　New　・・’Yqrk，．Kraus　Reptint

　　　CorporatiQn，1966．’354p．

害誌的事頒が非常にくわしし｝。標題

紙やイラストレイシ豊ンの例が豊富

である．。

⑳U・S・Li矯ary　of　Congress・．，

　　Chidren’s　BoQks　Secti6士1．

　　　．Children’s　books．．Washington，

　　　1964昌．、　　　（028．5rUL69c）

1964年より年刊どして出版されてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　び
るσ．米国．議会図書館に納入・された児

童書の解説つき書目，Age－grOUP及
び．ジ．с塔汲ﾉよって分か．れる。1

　　　　がメ・トラリアの．もの

．1⑳箪町Mζ・ci・・

　　，A・．わiblig9ゆhy母Aμ・t・ali・n，

　　　’children’s．　books．．．LQndoh，

　　　．Aridr6　peutch，1970．．1038P・’

オ十ストラリアφ児童卒学，．オ「ス

　トラリァに関連すう児童文学及び，

南西太平洋地域，． ﾁに二．ユーギニ

’



ブ，．零フ．アに関するものの選択書目

を含む6．．版次や翻訳にづ熔ての記事

も含み，非常にく．わしい：がs索引は

ない。著者名目録。　・‘．∴．．・．”t．

その他

　＠Bhatawdekar’，　Shakuptala．，　’

　　　　BoQks　for　Asian　childten；　a

　　，’，　．　selective　一list　df，　．．Publicatiopp．

　　　　f・・m騨1蘭t・蜘τρ・’guitr．

　　　．．卸ble　f・r’　u・今4吟＄i茸，・in、th・

　　　　一pr，iginals　in／translat．iQn．’or，in

　　　，　adaptationl／　P．　Xarl’　s，’　・　Une．sco，

　　　　1956．．　77p：，，　，．．，　（028．．　5＋B575P）

．．騨職ス’卜．・主とレて英．諭も

　．．6う。内容．はage・groupによって2

　部に夢げ∫夫タを7イクショγどノ

．／．クブ．勿．・ン粉略・，，

　　　　　　VI種々のジャン．ル望∴「

轡鵠器黒藻61k．．．t
　　　　’　tale＄　’　iri．　，　the　English　・lttnggage

　　　　　’iricor・pQrating，the　F．　Ji’Ndrton　・．

　　　　　，CQIIegtion：　Lgbdon，，Roqtledge　．

　　　　　and　Kegan　PaulJ970‘1971r．

　　4巻から成り．・2巻ず？の2．？のづ．．・

　　「ト・をち’．？。．パr卜Aは，Fplk　nar・1

ゼf負tivr・・．B！ζ．F・lk　l・9・唄§．．飾る・“’1　・’　1．

　　斉パー．トゐ鋤巻は・引用文献話．

　　めタイプ螺引・物語φタイ．プの累　…，
　　引沈む・．．F・J．’　．N・・t・n’　C・11・eti・4＿・，

　　呼柳妙妙，・ン’を葺矧用．．1一，・’，、

　　：：文献とする6、　．　．　・．　：・　1、

　　＠，Children　＆’poetry；’　a　sele’Ctive，　．

　　　’anhbsateq　bibli6graphY：　一CQ．　M一，

　　　piled　by　’Virgin’ial　’．’Hgviland・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　38　一1

　　Washlngton）　Library　of’　C6ng－

　　resS，・19，69．，67p．　．（K耳111a5）

児童の為の詩を，．Rhymes，　Poetry

’，　pif　ithtt’Past，　2Qth－Cehtury　Poetry，

∵A単holqgi66，　ttorld　Poe㌻ryに分け

．た．解題書目s時には詩句．の十節をひ

　きS’その魅力を説明する。

，　＠Fables　from　incuhabUla　to　mod一一

　　・etn’picture　books；　a　＄elective

　　’bibliography・．Co血piled』．　by．．

　　Barbata　Quinnapa．　Washington，

　　／　Ge，neral　Reference　and　Bibliogta一

　．phY・Divisio’　n，，　Referen｛e　Dept．，

　ILibrary　of’Cbngtesss　1966，．83p．’

　　　　　　　・　’　一　．（028　．’5一’　U1691’f）

　パγチャタント．うから，’ラ・フオン

テーヌの寓話迄を含み，’ D夫々の物語．

めマ』泣．不ク．．リプトの摩史，それに

ρいてめ書．目．，「児章向けの版にりい、

，1でID書目を含哲げ

＠耳artland，　Edwin　Sidney：’

　　’）　The　’science　Qf　fai’rY　’　tale＄　；

　　　an　inqrkiry　into　fairy　mitho－

　　　lbgy．　LQndon，　Walter　Scbtt，一

　　　1891．　372p．　’　・（147－278）

f人向きた∴ケルLト及チi∴トン族

、の妖精信仰に基づく物語を論じs・古

｢信仰の名残り’に及ぶ。．妖精の，．性

．格；．生態（例之ば，．とPlかえ子），

・妖精の国でめ時間の特質についての．

づ・．拠・で刃・ヒ謡における妖縞

・．ﾌ性格を最もよぐ表．わすものとし
て，．s宙an・maiden＄をとり．～らげる。・．．

＠｝IUrlirpann）　Bett’in．a／　．，

　　．　IPicture一．book　i　world；i　／’　rqP．de．rn

　・．・　piCture　r　boOks　for．　chi’ldren



セ

　　　from’　twenty：four　countries．

　　　Translated　（from　．the－German］

　　　and　edited　by’　Brian　W．，

　　　’Alder’son．・Lpndons　O，xford．　’一

　　　UniversitY　Press，　1968．　296p．

　　　　　　　　　　　　（UG71－1）

　伺じ著者による前掲①と相補うもの、

　である。各国の絵本の簡単な一歴史，

　個kのイラストレイ．’ター，全体とし

　ての傾向をのべ又三二ρ重踵を・

　扱った項があり，こ．れは1絵そのも

　のを主としてみせている6

　＠Sawyer，　Ruth．

　　　The　way　of　the　story　teller？，

　　　London，．　Bodley　Head　’［1966，’

　　　’C1942）　，260p．’

　　　　　　　　（Q27．．62515一’　S271．w）　’．

　1．ろト’リイ∵テリ．ングの歴史，ストー

　　リイ∵テラーに必要とされる教養’　、

　知識能力ジ猿術につL）てのべ・拳

・末には，・Reading　and．storY　lists「

　を付する。．「、　tt「　　　　ト、

　キ

珈㌦『図書以外の児童の読み物について・

　⑭Bauchard，　Philippe．　．一

　　　The　child　audience；areport
　　　・n．P亡ess，・．filni　and’．　radi・．　f・・

　　　ρhil中en．’Paris，．　Unesc9，「1952，

　　．19§p．　’　、　／1』「（028．5邑B337c）

’第1章の6：8頁で，児童向けの新聞の

　タイ「・プ1漫画め影響（特にe‘スーバ』

　受ソなど）等を論ずる。反1法的規制

　にもふれ，巻末に鼠統計，各国の法
　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ

　律，．国際会議の勧告などを付する。

　⑮Egoff，　Sheira　A．

　　　Children’s面（lriodical§of　the

一’ R9　一・

　　’nineteenth　century；　a　survey

　　and・bibliography．’　London，　Li－

　　brary　AssociatiOnJ　1951．　55p．

　　　　　　　　　．（028．5－E31c）

’18世紀後半から，19世紀の終りまで

の年表。巻末に誌名索引（刊行期間

を注記）がある。

　　皿　児童の読書について

⑯G副ゆ・0・Rob？yt・‘　　　、二

　　Books　and　the老eβn－age　read－

　　　er；agui母・fQ・．　te4・he・9；．

　　，librarians，　and　paren‡s・New’

　　　York，　Harper‘＆Ro蜘，1969．

　　218P．　．　　　　　（UG61－1）

児童の世界を豊かにするゴ、のを目的

として；児童書を，主題によって分

け，1それぞれを，概論と書目で構成

する。

’＠Children’s　literatu士e　in‘the

　、elemehtary　schoo1．2d　ed．Edited

　bylCha・1・tt・S・耳螂・nd　D・・i・

　Y・ung耳ゆn・’N・w『￥磁H・1t・

　1　Reinehar．t　ahd　Winston，1961．

　’79？“p．

教師及び詞書館員に児童を文化遺産

，（こζでは文学》に規まぜる・・に、

1よ，「どう．すればよいが，．文，．文学を

’評価する基準ぽ，何であるか，，を指

導する6バランスのとれた，文学め
カリキーユラ・ムを計画する、為の基準一

　　　　　ゑを重要視する。教授法をも．くわしく

のべる・㌦＿’∫噌．

g⑱Larrick，　Nancy」．、

　　　A　　Pa；eqt’s　9μi～1e　to　　Chil・

　　　dren’s．　・readingL　A、third’exter

　　，n§iy・1￥・ewti・tt・n・＆叩d・t・d



　　edition　of　the　pQpula’r　and’

　　author’itative，　guide，to　read－

　　ing．fo’r　everyene　60ncerned

　　with　’children．　Garden　City，

　　’N　Y．，　DoUblediay，　1969．　360p．

児童の諮意欲を郷に諭し・満
たすかについて述べる。

＠Thopaison，　Denni＄．　．comp．

　　Readings．abQut　4dolescent　lit－

　　erature．　，Metqchen，．’　N．　J．，’

　　Scarecrbw　Pre『s，1970．222pfト

少年期の人達の為に・如何にレで適

．切，1且？子分な，1 Kみ物を見つけ出tt

す魁に？し｝てのべう。一中学校貰い

’．e＆，．高等学校あ図書館員になろうと』

志す人タの為の論文集。

　　　刃1本の選択について
＠［ogaSas　Hannah；　’　・・／

　　Book　selectionゑ耳耳dbQok馳for

，t@elemepgary． ．and’@segonda．r．y’

．　・　schoQl．，　Boston，．E　W，．’Faxon／，，

　　1953i　200p．　（028．5rL831b＞．

児童書を主題に．謔ﾁて分け。夫・々め

・特質を論ずる。教育的見地も忘れて、

、はいない。判断の基準をたてることr

響と』潤脚1郷な
＠Munson，　Amelia　H．’

　　’An，amPle　f　ield；　bQdkS．．qnd

　　yoUng　people．　’Chicago，　．

　　American　．　Libicary　Associa一　’

　　tion，’1950．ユ22P．

・図書館下め干場から，何を重視すN’「

’き飢四輪かれている・
A．

X　ソヴェトとチェ：コスP．ヴァキ・アの

　児童書に間する参考書誌．

一L1ソヴ「エト「

　　　一1－1児童書専用書誌’T・一・

　　2　eTcKqH　nMTepaTyp・餌d・K・a，

　，　’，ZleTcKafl　JIPITepaTypa．（“児童交

』学”モスクワ児童文学出帆所・．年

　．「刊）　　．．　、　　　　．　　（理E）154－23）（⑫

ソヴェトの児童文学を中心とした児童

・書一般の現状・展望・作品論・作家論集

であるが，全ソ作家大会・全ロシア共

和国作家大会における報告ものってい

て，これは参考になる。ツヴ土トのば

あい「児童文学」とい？ても，もっと

広い意味での芸術・文化的な児童書の

ことである。当館では本書の1966年版

以降を所蔵しでいる。
　　　　　　　
　　O　jlHTepaTyp皐　双JIH　双eTe薫．　Jle－

　　HH白rpa刀／，刀leTcKaH　JIHTepaTypa．

　（“児童文学につし）て”レニンダラー

　t1．ド，児童文学出版所年刊）、　一

’L’

@　　　　　　　　　　（891．7－D6660）＠〉

これは「児童文学出版所」のレ亭ング

’うご黒部で出版さ麺いて，二野
的には上記の「児童女学」と同様であ

る々㍉特にレニングラードめ作家たち

3鰍孟囎鐙群議
の他の芸術でもすべて，いわゆるレr・．

、ングラード派といわれている，中央の

モ界クワとかなり異な？た特色を誇り

乏している活動がある。当館では現在

¢）ところ本書4）Bbm．3（1958），　Bblrl．

121 ﾐ967），Bblrr．’15（197Q）を所蔵し

でい `22．臆書を無考三三・

一　40　’一



　　KpaTKaH」IHTepaTypHafi1　9HllH’‘　’　．書一般とし．、っもさしっかえない。』一』』

　　，Knonenuz．　MocKBa，’CoBeTcKaH・　　、　古典・名作に関しては一般のPシア

　　∂H［［vaK．（“丈学小辞典”モスクワ「，　　　・ソヴェト文学，その他の分野の書物

　　ソヴ’4ト百科辞典出版所〉　　　　　　に関すうbibliographyやwho’s　who，

　　　　　　　　　　　‘（803一山K89）⑭．　、「辞典をiFiJ用「できる。．それでも，

’当館では現在のところ本辞典のToM3．　1［［eTci〈afi　JIHTepaTypa，　MockBa・H　JIg・

（1966）・ToM岳（ig．67）・ToM、6（1971）・’，HHHrpaA・．では年刊9あるいは数年間隔〉

を所蔵している。．　　　　・　　1’一　』でbibliographyを出版しているのだ

　　CφBeTcKlie　nHc訂e朋．　MocKBa，　　　し，児童文学辞典，．児童文学者の人名

　　Xy／［o＞KecTBeHHaH　園丁『paTypa，’　辞典．もあるので，ぜひそれ，ら¢）季考書

　　1966．B3ToMax．（“ソヴェト作　　　誌を入手する必要がある。このbibliog・

　　家’・1　．kスクワ・．PtL－di版所・・9．66　；・phyを入手すやには上、言ゆπeT■

　　3v．）．　　．　．　（KP154－1）⑯　　．　cKa邪HTepa↑ypaに直接依頼するのが

　　翼cTQPI」A　pyccKoti　coBeTc．Koti　」IH一　、　もっとも入手しやすい道’である（た

　　T・p…yp…　1917－1．965・M・・kBa・1ぶ四四）・γヴ≒ト’のぼ．如’諏次

　　HayKa．　B　4　ToMax．’（「‘ロシア・ソ　　店経由の書物はすべて．Me＞KnyHapoll一

　　ヴェト文学史，・1917－1965”モス　　　Ha応KHHra，那ocKBa（国隙書籍：公団）

　　クワ，．ナゥカ，4　v．’）　　　　　　　　の取扱うもりに限られている。

　　　　　　　　　　（KP154－25）（⑯　　　　　 一2チェコスロヴァキアー’

　　「B・・IMK・，・1．・K・ゆ・CK・・…llHa」ll・・一　　Blblig9・afi・P・・dVk・i・．vydaV・’

　　cTHqecKafl　peBoJIIOI；vaH　B　IIpoH3　：・．1一・、teistva　Mlade’leta　za　roky・　1950－

　　Be双eH・・x叩caTe鳳1917－1968・1、　1969・　B・ati・1・v・・Ml・de．　1・ta・

　　’　Mp6KBa，　KHHra．』（“作家癒ちの作　．、』、’（“ムラデー・レPt　rで出版された．

　　品の中にタられる大十月社会主義．’　．，図書のビブリ．1オグラ「フィ1950一一

　　’革命，1917－1968”，モスクワ，ク　　　　　1969？’ブラチスラヴァ1ムラデL・・

　　』・・’．イガ）　　　　　・（KP151－1）⑰，　t／　レター〔若い時代〕）　、（整理中）⑱

このようないかめしいタイトルでぽあ．　，．．’．Statni　’　nakladate！stvi－d6tsk6
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紹介

千葉県回申央図書館編

　　　　　資料の広場

、最近，地方で発行される雑誌⑱なかで，

しかも，「図書館の出版物中に興味をひくも

のが多いが，ここに千葉県立中央図書館で

発行しているr資料の広場』（B5判）を紹

介しよう。．図書館発行の雑誌といえば，図．

書館の運営を中心とするものが多いが，本

詩は，千葉県の文化をおし進φていこうと，

する積極的な姿勢を打出しているところに’

編集の特色が「うかがえる。

　多くの公共図書館℃も，各種の刊行物の

なかで資料の紹介をしているが，r資料の

広場』では，’刊行のたびごとに，本県に関・

係深い問題や県民炉大方関心をもっている

テーマを選び，、解説などを加えながらte関

連する図書館所蔵の資料を紹介した雑誌で

拳る・

　そこでt既刊・1号から3号までOl’概略を

紹介すると，、

　創刊号は，昭和46年3月に刊行。’テーマ

は，「千葉県の開発j，をとりあげている。巻

頭に「千葉県開発の歩み」（千葉県開発庁

長）の解説文を掲載，ついで，三三に関連

する資料について，近世から現代（昭和45、

　　　　　　　／

県）までの主な蔵書を中心に紹介し，昭和’

25年からは，京葉工業地帯に無点をあてて

いる。巻末には，解題つきの「戦後の千葉

県地方史誌」の一覧が添えてある。

　；E；　2一号のテーマは「伝記」をとりあげて

い筍。特に「伊藤左千夫の手紙」について

は，寺田憲宛の東京でのrアララギ』発刊

の消息を伝えた未発表の手紙2通に，僻説

を加えて掲載している。いずれも郷土資料

室に保管されているものである。そのほか

研究方法と資料について解説した「伝記資

料研究のために」を付す。

　第3号のテーマは「郷土雑誌」を選び，

冒頭の「成田図書館の雑誌資料あれこれ」

（武士田文哉：成田図書館主任）で橘1明

治期の主な雑誌を紹介しているが，これほ

ど充実Uた雑誌を所蔵しておる公共図書館

は他にあまり例がないであろう。また，

「明治期二郷土雑誌創刊号の紹介」・「千葉

、県雑誌年表稿・千葉県における同人雑誌」

は．，郷土雑誌が体系的に整理されているの

，で，図書館の利用者にとっては，大変便利

である。

　なお，今後年2～3回程度の刊行を予定、

’しており，・4号のテーマについては，「移

りゆぐ三里塚」をとりあげる予定とある。

　　　　　　　　　　　　　　（馬場）
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