
箱No．15 日本の民話絵本① 冊数 50冊

学年 小1・2

教科 国語

単元

No. 資料コード 請求記号 書名 著者 出版者 出版年

15-1 0210595809 /388.1/ｲﾏ/
ふるやのもり（日本みんわ絵本） 今村 泰子/ぶん ほるぷ出版

1985.11

15-2 0210596694 /388.1/ｲﾜ/
ひょうとくさま（日本みんわ絵本） 岩崎 京子/ぶん ほるぷ出版

1985.10

15-3 0210596708 /388.1/ｲﾜ/
ひょうとくさま（日本みんわ絵本） 岩崎 京子/ぶん ほるぷ出版

1985.10

15-4 0210595710 /388.1/ｲﾜ/
ししときつね（日本みんわ絵本） 岩崎 京子/ぶん ほるぷ出版

1985.1

15-5 0210647701 /388.1/ｲﾜ/
ししときつね（日本みんわ絵本） 岩崎 京子/ぶん ほるぷ出版

1985.1

15-6 0210595868 /388.1/ｵﾉ/
たからげた（日本みんわ絵本） 小野 和子/ぶん ほるぷ出版

1985.2

15-7 0210595850 /388.1/ｵﾉ/
たからげた（日本みんわ絵本） 小野 和子/ぶん ほるぷ出版

1985.2

15-8 0210595841 /388.1/ｵﾉ/
たからげた（日本みんわ絵本） 小野 和子/ぶん ほるぷ出版

1985.2

15-9 0210595671 /388.1/ｷｼ/
えすがたよめさま（日本みんわ絵本） 木島 泉/ぶん ほるぷ出版

1985.12

15-10 0210595680 /388.1/ｷｼ/
えすがたよめさま（日本みんわ絵本） 木島 泉/ぶん ほるぷ出版

1985.12

15-11 0210596660 /388.1/ｻｲ/
あまみのけんむん（日本みんわ絵本） 西郷 竹彦/ぶん ほるぷ出版

1986.9

15-12 0210595663 /388.1/ｻｲ/
かもとりごんべえ（日本みんわ絵本） 斎藤 君子/ぶん ほるぷ出版

1985.11

15-13 0210596678 /388.1/ｻｲ/
あまみのけんむん（日本みんわ絵本） 西郷 竹彦/ぶん ほるぷ出版

1986.9

15-14 0210596651 /388.1/ｻｲ/
あまみのけんむん（日本みんわ絵本） 西郷 竹彦/ぶん ほるぷ出版

1986.9

15-15 0210595507 /388.1/ｻｸ/
子そだてゆうれい（日本みんわ絵本） 桜井 信夫/ぶん ほるぷ出版

1984.11

15-16 0210644320 /388.1/ｻﾈ/
たこやはちべえりゅうぐうたび（日本
の民話えほん）

さねとう あきら/
ぶん

教育画劇
2003.5

15-17 0210596007 /388.1/ｼﾌ/
しばいのすきなえんまさん（日本みん
わ絵本）

渋谷 勲/ぶん ほるぷ出版
1986.5

15-18 0210595558 /388.1/ｼﾌ/
てんぷくちふく（日本みんわ絵本） 渋谷 勲/ぶん ほるぷ出版

1984.11

15-19 0210596015 /388.1/ｼﾌ/
しばいのすきなえんまさん（日本みん
わ絵本）

渋谷 勲/ぶん ほるぷ出版
1986.5

15-20 0210595744 /388.1/ｽｽ/
さるじぞう（日本みんわ絵本） 鈴木 喜代春/ぶん ほるぷ出版

1985.6

15-21 0210595736 /388.1/ｽｽ/
さるじぞう（日本みんわ絵本） 鈴木 喜代春/ぶん ほるぷ出版

1985.6

15-22 0210644486 /388.1/ｾﾀ/
かさじぞう 日本の昔話（こどものとも
絵本）

瀬田 貞二/再話 福音館書店
2008.4

15-23 0210647710 /388.1/ﾀﾀ/
なむチンカラトラヤーヤ（日本みんわ
絵本）

多田 ちとせ/ぶん ほるぷ出版
1985.8

15-24 0210595892 /388.1/ﾀﾃ/
いぬのごろたろう（日本みんわ絵本） 立石 憲利/ぶん ほるぷ出版

1986.9

15-25 0210595973 /388.1/ﾂﾎ/
うしかたと山んば（日本みんわ絵本） 坪田 譲治/ぶん ほるぷ出版

1986.7

小１　むかしばなしをたのしもう
小２　むかし話をしょうかいしよう
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15-26 0210595779 /388.1/ﾅｶ/
にげだしたおにばんば（日本みんわ絵
本）

中村 博/ぶん ほるぷ出版
1985.1

15-27 0210596546 /388.1/ﾋｸ/
ねずみのすもう（日本みんわ絵本） 樋口 淳/ぶん ほるぷ出版

1986.7

15-28 0210595612 /388.1/ﾋｸ/
とりのみじさ（日本みんわ絵本） 樋口 淳/ぶん ほるぷ出版

1991

15-29 0210595604 /388.1/ﾋｸ/
とりのみじさ（日本みんわ絵本） 樋口 淳/ぶん ほるぷ出版

1991

15-30 0210595590 /388.1/ﾋｸ/
とりのみじさ（日本みんわ絵本） 樋口 淳/ぶん ほるぷ出版

1991

15-31 0210647760 /388.1/ﾌｼ/
くらげほねなし（日本みんわ絵本） 藤 かおる/ぶん ほるぷ出版

1985.12

15-32 0210595833 /388.1/ﾌｼ/
くらげほねなし（日本みんわ絵本） 藤 かおる/ぶん ほるぷ出版

1985.12

15-33 0210596562 /388.1/ﾏﾂ/
ちいさなオキクルミ（日本みんわ絵
本）

松谷 みよ子/ぶん ほるぷ出版
1985.10

15-34 0210643897 /388.1/ﾏﾂ/
こぶとり（松谷みよ子むかしむかし） 松谷 みよ子/[著] 童心社

2006.12

15-35 0210643811 /388.1/ﾏﾂ/
かさじぞう（松谷みよ子むかしむか
し）

松谷 みよ子/[著] 童心社
2006.12

15-36 0210643820 /388.1/ﾏﾂ/
ももたろう（松谷みよ子むかしむか
し）

松谷 みよ子/[著] 童心社
2006.12

15-37 0210596570 /388.1/ﾏﾂ/
ちいさなオキクルミ（日本みんわ絵
本）

松谷 みよ子/ぶん ほるぷ出版
1985.10

15-38 0210595647 /388.1/ﾏﾂ/
山おとこのてぶくろ（日本みんわ絵
本）

松谷 みよ子/ぶん ほるぷ出版
1984.11

15-39 0210595620 /388.1/ﾏﾂ/
山おとこのてぶくろ（日本みんわ絵
本）

松谷 みよ子/ぶん ほるぷ出版
1984.11

15-40 0210596627 /388.1/ﾐｽ/
おならをしたかかさま（日本みんわ絵
本）

水谷 章三/ぶん ほるぷ出版
1986.5

15-41 0210644419 /388.1/ﾐｽ/
さんまいのおふだ 日本の昔話（こども
のとも絵本）

水沢 謙一/再話 福音館書店
2012.4

15-42 0210596635 /388.1/ﾐｽ/
おならをしたかかさま（日本みんわ絵
本）

水谷 章三/ぶん ほるぷ出版
1986.5

15-43 0210595574 /388.1/ﾓﾁ/
いぬとねことふしぎなたま（日本みん
わ絵本）

望月 新三郎/ぶん ほるぷ出版
1985.8

15-44 0210595914 /388.1/ﾓﾓ/
いっすんぼうし（日本みんわ絵本） 百々 佑利子/ぶん ほるぷ出版

1984.9

15-45 0210647671 /388.1/ﾖｼ/
かあさんのおめん（日本みんわ絵本） 吉沢 和夫/ぶん ほるぷ出版

1986.5

15-46 0210647744 /388.1/ﾖｼ/
まめっこころころ（日本みんわ絵本） 吉沢 和夫/ぶん ほるぷ出版

1984.12

15-47 0210647680 /388.1/ﾖｼ/
かあさんのおめん（日本みんわ絵本） 吉沢 和夫/ぶん ほるぷ出版

1986.5

15-48 0210647787 /388.1/ﾜｶ/
かっぱとひょうたん（日本みんわ絵
本）

若林 一郎/ぶん ほるぷ出版
1986.5

15-49 0210595906 /388.1/ﾜｶ/
かっぱとひょうたん（日本みんわ絵
本）

若林 一郎/ぶん ほるぷ出版
1986.5

15-50 0210647779 /388.1/ﾜｶ/
かっぱとひょうたん（日本みんわ絵
本）

若林 一郎/ぶん ほるぷ出版
1986.5
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