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ＳＦ

埼玉県立久喜図書館 資料展示リスト（2020年10月17日～11月26日） 

埼玉県立図書館 

ウェブサイトＱＲコード  

初刊行年 書名 著者名 出版社 出版年 

1831 フランケンシュタイン シェリー 光文社 2010 

1835 ポオのＳＦ １・２ Ｅ．Ａ．ポオ 講談社 
1979 

1980 

1865 月世界旅行 １・２ ジュール・ヴェルヌ 東京図書 1981 

 

 
SFの起源には諸説ありますが、SF最初の作品として名前が挙がることが多いのが、「フランケンシュタ

イン」です。SFという言葉が生まれる前から、世界の各地で科学小説は書かかれてきました。 

■リストは、作品が初めて単行本として刊行された年の順で掲載しています。ただし短編集は、収録された短編の中

で、一番古い初出年を掲載しています。また、「SFをもっと知る」の項目については、書名順で掲載しています。 

■書名の後についている記号は、次の通りです。 

  所蔵場所：〔熊〕…埼玉県立熊谷図書館  〔配〕…配本所用資料 

  ※配本所用資料は蔵書検索では表示されませんが、利用を希望される場合は、お手数ですが職員までお訊ねください。 

  ※記号がないものは、埼玉県立久喜図書館所蔵です。 

 SFとはサイエンス・フィクションの略で、科学的な知識をも

とにした空想世界を描いた物語のことです。かつては「科学

小説」「空想科学小説」などともよばれてきました。 

 今回の展示では、SFの軌跡をたどれるよう、各年代に刊

行された代表的な作品と、SFの歴史について記された関

連書籍を集めました。 

 この機会にぜひ、お手に取ってみてください。 

参考：『SF文学』（ジャック・ボドゥ著 白水社） 

『SF入門』（日本ＳＦ作家クラブ編 早川書房） 

『SFマガジン2014年7月号』（早川書房） 



2 

 

 

 

1900 海底軍艦 押川春浪 ほるぷ出版 1973 

1935 ドグラ・マグラ 夢野久作 早川書房 1995 

初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1917 火星のプリンセス Ｅ．Ｒ．バローズ 秋元書房 1978 

1920～ Ｒ．Ｕ．Ｒ．ロボット カレル・チャペック 十月社 1992 

1925～ 

ラルフ１２４ｃ４１＋ 

ミュンヒハウゼン男爵の科学的冒険 

鉄の星 （『世界ＳＦ全集4より』） 

ヒューゴー・ガーンズバック 

ジョン・テイン 
早川書房 1981 

1928 宇宙のスカイラーク Ｅ．Ｅ．スミス 東京創元社 1983 

1929 銀河大戦（星間パトロール） エドモンド・ハミルトン 早川書房 1971 

初刊行年 書名 著者名 出版社 出版年 

1940 恐怖の宇宙帝王 エドモンド・ハミルトン 早川書房 1974 

 スラン Ａ．Ｅ．ヴァン・ヴォクト 早川書房 1977 

1946 火星年代記 レイ・ブラッドベリ 早川書房 1976 

1948 未知の地平線 ロバート・Ａ．ハインライン 早川書房 1986 

1950 銀河パトロール隊(レンズマンシリーズ１) Ｅ．Ｅ．スミス 東京創元社 2002 

公開年 タイトル 監督 配給会社 出版年 

1902 

1950 
月世界旅行&月世界征服  

ジョルジュ・メリエス監督 

アーヴィング・ピシェル監督 
モーションプロ 2017 

 

 

1926年、ヒューゴー・ガーンズバックが世界初のSF雑誌「アメージング・ストーリーズ」

を創刊し、「サイエンスフィクション」（＝SF）という呼称の元となる「サイエンティフィク

ション」という語を生み出しました。 

海外SF御三家と称されるアイザック・アシモフ、アーサー・C・クラーク、ロバート・A・ハインライン 

が登場し、SFは黄金時代を迎えます。 

DVD 

初刊行年 書名 著者名 出版社 出版年 

1865～ 
地球から月へ 月を回って 上も下もなく 

（『ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉コレクション２』より） 
ジュール・ヴェルヌ インスクリプト 2017 

1895 タイムマシン（ＳＦ名作コレクション２） Ｈ．Ｇ．ウェルズ 岩崎書店 2005 

1897 透明人間 Ｈ．Ｇ．ウェルズ 偕成社 2003 

1898 宇宙戦争 Ｈ．Ｇ．ウェルズ 偕成社 2005 

1763～ 日本ＳＦ古典集成  １～３ 横田順弥編 早川書房 1977 
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初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1961 ビッグ・タイム フリッツ・ライバー サンリオ 1978 

 ソラリス スタニスワフ・レム 国書刊行会 2004 

 ソラリスの陽のもとに スタニスワフ・レム 早川書房 1977 

 大宇宙を継ぐ者（宇宙英雄ローダン・シリーズ１） Ｋ．Ｈ．シェール 早川書房 1986 

 異星の客 ロバート・Ａ．ハインライン 東京創元社 1969 

1962 地球の長い午後 ブライアン・Ｗ．オールディス 早川書房 1977 

 高い城の男 フィリップ・Ｋ．ディック 早川書房 1984 

1963 中継ステーション クリフォード・Ｄ．シマック 早川書房 1977 

1946 十八時の音楽浴 海野十三 早川書房 1976 

1957～ 日本ＳＦ・原点への招待 １～３ 筒井康隆〔ほか〕 講談社 1977 

1959 第四間氷期 安部公房 新潮社 1979 

 

 

初刊行年 書名 著者名 出版社 出版年 

1950 ガニメデの少年 ロバート・Ａ．ハインライン 早川書房 1987 

 宇宙船ビーグル号 Ａ．Ｅ．ヴァン・ヴォクト 早川書房 1978 

1950 わたしはロボット アイザック・アシモフ 東京創元社 1998 

1951 銀河帝国の興亡 アイザック・アシモフ 東京創元社 1986 

1953 分解された男 アルフレッド・ベスター 東京創元社 1965 

 妻という名の魔女たち フリッツ・ライバー サンリオ 1987 

 華氏４５１度 レイ・ブラッドベリ 早川書房 2014 

 幼年期の終り アーサー・Ｃ．クラーク 早川書房 1979 

1956 ダブル・スター ロバート・Ａ．ハインライン 東京創元社 1994 

 虎よ、虎よ アルフレッド・ベスター 早川書房 1978 

 都市と星 アーサー・Ｃ．クラーク 早川書房 1977 

1957 夏への扉 ロバート・Ａ．ハインライン 早川書房 1979 

1958 悪魔の星 ジェームズ・ブリッシュ 東京創元社 1967 

1959 黙示録３１７４年 ウォルター・ミラー 東京創元社 1971 

 タイタンの妖女 カート・ヴォネガット・ジュニア 早川書房 1977 

 宇宙の戦士 ロバート・Ａ．ハインライン 早川書房 1977 

60年代には、ジャンルの硬直化を危惧した若い作家を中心に、ニューウェーヴ運動が

巻き起こり、SF作品の幅は更なる広がりを見せました。運動が落ち着いた70年代に

はある種の回帰が起こり、ハードＳＦと呼ばれる作品群が生み出されました。 
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初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1964 火星のタイム・スリップ フィリップ・Ｋ．ディック 早川書房 1980 

 放浪惑星 フリッツ・ライバー 東京創元社 1973 

 砂漠の惑星 スタニスワフ・レム 早川書房 1977 

1965 デューン砂の惑星  フランク・ハーバート 早川書房 1977 

1966 エンパイア・スター サミュエル・Ｒ．ディレーニ サンリオ 1980 

 バベル－１７ サミュエル・Ｒ．ディレーニィ 早川書房 1977 

 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房 1989 

 わが名はコンラッド ロジャー・ゼラズニイ 早川書房 1986 

 月は無慈悲な夜の女王 ロバート・Ａ．ハインライン 早川書房 1986 

 結晶世界 Ｊ．Ｇ．バラード 東京創元社 1969 

1967 光の王 ロジャー・ゼラズニイ 早川書房 1978 

 アインシュタイン交点 サミュエル・Ｒ．ディレイニー 早川書房 1996 

1968 成長の儀式 アレクセイ・パンシン 早川書房 1978 

 アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ フィリップ・Ｋ．ディック 早川書房 1992 

 ２００１年宇宙の旅 アーサー・Ｃ．クラーク 早川書房 1993 

1969 ユービック フィリップ・Ｋ．ディック 早川書房 1978 

 闇の左手 アーシュラ・Ｋ．ル・グィン 早川書房 1978 

 スローターハウス５ カート・ヴォネガット・ジュニア 早川書房 1978 

1970 リングワールド ラリイ・ニーヴン 早川書房 1978 

 タウ・ゼロ ポール・アンダースン 東京創元社 1992 

1971 禁じられた惑星 ロバート・シルヴァーバーグ 東京創元社 1975 

1972 神々自身 アイザック・アシモフ 早川書房 1980 

1973 宇宙のランデヴー アーサー・Ｃ．クラーク 早川書房 1979 

1974 流れよわが涙、と警官は言った フィリップ・Ｋ．ディック 早川書房 1989 

 所有せざる人々 アーシュラ・Ｋ．ル・グィン 早川書房 1986 

 終りなき戦い ジョー・ホールドマン 早川書房 1985 

 逆転世界 クリストファー・プリースト 東京創元社 1996 

1976 マン・プラス フレデリック・ポール 早川書房 1989 

1977 ゲイトウエイ フレデリック・ポール 早川書房 1980 

 暗闇のスキャナー フィリップ・Ｋ．ディック 東京創元社 1991 

 エンダーのゲーム オースン・スコット・カード 早川書房 1987 

1978 夢の蛇 ヴォンダ・マッキンタイア サンリオ 1983 

1979 エンジン・サマー ジョン・クロウリー 福武書店 1990 

 楽園の泉 アーサー・Ｃ．クラーク 早川書房 1980 
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初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1961～ おーいでてこーい 星新一作 講談社 2001 

1964 継ぐのは誰か？ 小松左京 早川書房 1978 

 日本アパッチ族 小松左京 角川書店 1997 

1965 たそがれに還る 光瀬竜 早川書房 1985 

1967 百億の昼と千億の夜 光瀬竜 早川書房 1987 

 時をかける少女 筒井康隆 角川書店 1986 

1970 マイナス・ゼロ 広瀬正 集英社 1982 

1971 石の血脈 半村良 角川書店 1986 

 脱走と追跡のサンバ 筒井康隆 角川書店 1986 

1973 産霊山秘録 半村良 早川書房 1987 

 果しなき流れの果に 小松左京 角川書店 1978 

 日本沈没 上下 小松左京 文藝春秋 1978 

1975 神狩り 山田正紀 早川書房 1986 

 妖星伝 半村良 講談社 1977 

1979 消滅の光輪 眉村卓 早川書房 1979 

 
初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1980 雪の女王 ジョーン・Ｄ．ヴィンジ 早川書房 1982 

 拷問者の影（新しい太陽の書１） ジーン・ウルフ 早川書房 1986 

 タイムスケープ 上下 グレゴリイ・ベンフォード 早川書房 1988 

1981 ダウンビロウ・ステーション 上下 Ｃ．Ｊ．チェリイ 早川書房 1985 

1984 ニューロマンサー ウィリアム・ギブスン 早川書房 1986 

1985 ブラッド・ミュージック グレッグ・ベア 早川書房 1987 

1986 落ちゆく女 パット・マーフィー 早川書房 1990 

公開年 タイトル 監督 配給会社 出版年 

1968 猿の惑星  〔熊〕 フランクリン・Ｊ・シャフナー監督 
２0世紀フォックスホーム 

エンターテイメントジャパン 
2000 

 ２００１年宇宙の旅  〔熊〕 スタンリー・キューブリック監督 ＭＧＭ／ＵＡホームビデオ 1983 

1972 惑星ソラリス  〔熊〕 アンドレイ・タルコフスキー監督 IVC 1998 

1979 エイリアン  〔熊〕 リドリー・スコット監督 
２０世紀フォックスホーム 

エンターテイメントジャパン 
2000 

 

コンピューターの普及に伴い、サイバーパンクという新たな

ジャンルがSFに加わりました。 

DVD 

DVD 

DVD 

VD 

※VDはビデオディスクです。貸出は出来ません。（館内で視聴可能です。） 
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初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1980 宝石泥棒  〔配〕 山田正紀 早川書房 1980 

1981 惑星ＣＢ－８越冬隊  〔配〕 谷甲州 奇想天外社 1981 

1982 銀河英雄伝説 田中芳樹 徳間書店 1982 

1983 あなたの魂に安らぎあれ 神林長平 早川書房 1983 

1984 虚航船団 筒井康隆 新潮社 1984 

 戦闘妖精・雪風 神林長平 早川書房 1984 

 幻詩狩り 川又千秋 中央公論社 1985 

1986 兇天使 上下  〔配〕 野阿梓 早川書房 1986 

 旅のラゴス 筒井康隆 徳間書店 1989 

初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1987 知性化戦争 上下 デイヴィッド・ブリン 早川書房 1990 

1988 自由軌道 ロイス・マクマスター・ビジョルド 東京創元社 1991 

 火星夜想曲 イアン・マクドナルド 早川書房 1997 

 治療者の戦争 エリザベス・アン・スカボロー 早川書房 1991 

 サイティーン  Ｃ．Ｊ．チェリイ 早川書房 1993 

1989 ハイペリオン 上下 ダン・シモンズ 早川書房 2000 

1991 バラヤー内乱 ロイス・マクマスター・ビジョルド 東京創元社 2000 

 大潮の道 マイクル・スワンウィック 早川書房 1993 

1992 ドゥームズデイ・ブック 上下 コニー・ウィリス 早川書房 2003 

 遠き神々の炎 上下 ヴァーナー・ヴィンジ 東京創元社 1995 

1993 レッド・マーズ 上下 キム・スタンリー・ロビンスン 東京創元社 1998 

 火星転移 上下 グレッグ・ベア 早川書房 1997 

1994 ミラー・ダンス 上下 ロイス・マクマスター・ビジョルド 東京創元社 2002 

 順列都市 上下 グレッグ・イーガン 早川書房 1999 

1995 ターミナル・エクスペリメント ロバート・Ｊ．ソウヤー 早川書房 1997 

 スロー・リバー ニコラ・グリフィス 早川書房 1998 

 ダイヤモンド・エイジ ニール・スティーヴンスン 早川書房 2001 

1997 太陽の王と月の妖獣 上下 ヴォンダ・Ｎ．マッキンタイア 早川書房 2000 

 終わりなき平和 ジョー・ホールドマン 東京創元社 1999 

1998 犬は勘定に入れません コニー・ウィリス 早川書房 2004 

1999 ダーウィンの使者 上下 グレッグ・ベア ソニー・マガジンズ 2000 

 最果ての銀河船団 上下 ヴァーナー・ヴィンジ 東京創元社 2002 
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初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

2001 航路 上下 コニー・ウィリス ソニー・マガジンズ 2002 

2002 ホミニッド ロバート・Ｊ．ソウヤー 早川書房 2005 

2003 くらやみの速さはどれくらい エリザベス・ムーン 早川書房 2004 

2006 三体  〔配〕 劉 慈欣 早川書房 2019 

公開年 タイトル 監督 配給会社 出版年 

1980 

1983 

スターウォーズ  〔熊〕 

（帝国の逆襲・ジェダイの復讐） 
アービン・カーシュナー監督 レーザーディスク 

1984 

1986 

1982 Ｅ．Ｔ．  〔熊〕 スティーブン・スピルバーグ監督 レーザーディスク 1989 

1985 

1989 

1990 

バック・トゥ・ザ・フューチャー  〔熊〕 

（～PART3） 
ロバート・ゼメキス監督 レーザーディスク 

1985 

1989 

1992 

1987 ロボコップ  〔熊〕 ポール・バーホーベン監督 パイオニアＬＤＣ 1994 

1993 ジュラシック・パーク  〔熊〕 スティーブン・スピルバーグ監督 パイオニアＬＤＣ 1994 

1999 マトリックス  〔熊〕 
ウォシャウスキー兄弟監督・ 

脚本・製作総指揮 
ワーナー・ホーム・ビデオ 2000 

 

初刊行年 書名 著者名 出版者名 出版年 

1988 バビロニア・ウェーブ  〔配〕 堀晃 徳間書店 1988 

1989 上弦の月を喰べる獅子 夢枕獏 早川書房 1989 

1990 ハイブリッド・チャイルド 大原まり子 早川書房 1993 

1995 言壺 神林長平 中央公論新社 2000 

1996 Ｍｏｕｓｅ 牧野修 早川書房 1996 

1999 チグリスとユーフラテス 新井素子 集英社 1999 

 

2001 アラビアの夜の種族  〔配〕 古川日出男 角川書店 2001 

2003 マルドゥック・スクランブル（全３巻） 冲方丁 早川書房 2003 

2008 新世界より 上下  〔配〕 貴志祐介 講談社 2008 

2011 これはペンです  〔配〕 円城塔 新潮社 2011 

2012 屍者の帝国  〔配〕 伊藤計劃 河出書房新社 2012 

英語圏を中心に生まれたSFですが、2015年にはSFの代表的な賞であるヒューゴー賞を

『三体』がアジア圏の作品としては初めて受賞し、話題となりました。今この時も、世界各地

で優れたSF作品は生み出され続けています。 

VD 

VD 

VD 

VD 

VD 

DVD 

※VDはビデオディスクです。貸出は出来ません。（館内で視聴可能です。） 
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書名 著者名 出版者名 出版年 

ＳＦ―その歴史とヴィジョン ロバ－ト・スコ－ルズ ティビ－エス・ブリタニカ 1980 

ＳＦとは何か 笠井潔編 日本放送出版協会 1986 

ＳＦの変容 ダルコ・スーヴィン 国文社 1991 

ＳＦ雑誌の歴史 パルプマガジンの饗宴 マイク・アシュリー 東京創元社 2004 

ＳＦ雑誌の歴史 黄金期そして革命 マイク・アシュリー 東京創元社 2015 

ＳＦ大クロニクル ガイ・ヘイリー編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 

ＳＦ入門 日本ＳＦ作家クラブ編 早川書房 2001 

ＳＦ文学 ジャック・ボドゥ 白水社 2011 

十億年の宴 ブライアン・オールディス 東京創元社 1980 

新・ＳＦハンドブック 早川書房編集部編 早川書房 2001 

世界ＳＦ映画全史 北島明弘 愛育社 2006 

中国科学幻想文学館 上下 武田雅哉 大修館書店 2001 

塵も積もれば 
「宇宙塵四十年史」 

編集委員会編 出版芸術社 1997 

日本ＳＦアニメ創世記 豊田有恒 ＴＢＳブリタニカ 2000 

日本ＳＦこてん古典 １～３ 横田順弥 早川書房 1980 

日本ＳＦ精神史 長山靖生 河出書房新社 2009 

ＳＦマガジン ２０１４年７月 創刊700号記念号  早川書房 2014 

現代ＳＦ最前線 森下一仁 双葉社 1998 

現代ＳＦ １５００冊 回天編（１９９６～２００５） 大森望 太田出版 2005 

現代ＳＦ １５００冊 乱闘編（１９７５～１９９５） 大森望 太田出版 2005 

サンリオＳＦ文庫総解説 牧眞司編 本の雑誌社 2014 

ハヤカワ文庫ＳＦ総解説２０００ 早川書房編集部編 早川書房 2015 

SFの歴史について記された関連書籍や、SF作品のガイドブックも集めました。もっとSFについて

詳しく知りたいという方は、ぜひこちらも参考にしてみてください。 

埼玉県立久喜図書館 芸術・文学資料担当  

久喜市下早見85-5  Tel：0480-21-2659  

埼玉県のマスコット 

コバトン＆さいたまっち 

公開年 タイトル 監督 配給会社 出版年 

2005 宇宙戦争 スティーブン・スピルバーグ監督 
パラマウントホーム 
エンタテインメントジャパン 2006 

2016 シン・ゴジラ 庵野 秀明脚本・編集・総監督 東宝 2018 

 

DVD 

DVD 


