
箱No．16 日本の民話絵本② 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

16-1 0210595515 /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

16-2 0210595493 /388.1/ﾜﾀ/
だいこんどのむかし（日本みんわ絵
本）

渡辺 節子/ぶん ほるぷ出版
1984.9

16-3 0210595523 /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

16-4 0210595540 /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

16-5 0210595566 /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

16-6 0210595582 /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

16-7 0210595639 /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

16-8 0210595655 /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

16-9 0210595698 /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

16-10 0210595701 /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

16-11 0210595728 /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

16-12 0210595760 /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

16-13 0210595787 /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

16-14 0210595795 /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

16-15 0210595817 /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

16-16 0210595825 /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

16-17 0210595876 /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

16-18 0210595884 /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

16-19 0210595922 /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

16-20 0210595949 /388.1/ﾐﾔ/
こぶとりじい（日本みんわ絵本） 宮川 ひろ/ぶん ほるぷ出版

1985.6

16-21 0210595957 /388.1/ﾐﾔ/
こぶとりじい（日本みんわ絵本） 宮川 ひろ/ぶん ほるぷ出版

1985.6

16-22 0210595981 /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

16-23 0210595990 /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

16-24 0210596023 /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

16-25 0210596554 /388.1/ﾏﾂ/
こめんぶくあわんぶく（日本みんわ絵
本）

松谷 みよ子/ぶん ほるぷ出版
1986.11

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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16-26 0210596589 /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

16-27 0210596643 /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

16-28 0210596686 /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

16-29 0210643803 /388.1/ﾏﾂ/
おむすびころりん（松谷みよ子むかし
むかし）

松谷 みよ子/[著] 童心社
2006.12

16-30 0210643919 /388.1/ﾏﾂ/
うりこひめ（松谷みよ子むかしむか
し）

松谷 みよ子/[著] 童心社
2007.4

16-31 0210643927 /388.1/ﾏﾂ/
さんまいのおふだ（松谷みよ子むかし
むかし）

松谷 みよ子/
〔著〕

童心社
2008.2

16-32 0210643986 /388.1/ﾏﾂ/
はなさかじい（松谷みよ子むかしむか
し）

松谷 みよ子/[著] 童心社
2008.2

16-33 0210644150 /388.1/ｻﾈ/
もくべえのうなぎのぼり（日本の民話
えほん）

さねとう あきら/
文

教育画劇
2003.5

16-34 0210644192 /388.1/ｲﾜ/
しちどぎつね（日本の民話えほん） 岩崎 京子/文 教育画劇

2003.6

16-35 0210644206 /388.1/ｺｳ/
うまかたとこだぬき（日本の民話えほ
ん）

香山 美子/文 教育画劇
2003.3

16-36 0210644257 /388.1/ｻﾈ/
もくべえのうなぎのぼり（日本の民話
えほん）

さねとう あきら/
文

教育画劇
2003.5

16-37 0210644281 /388.1/ｲﾜ/
よっぱらったゆうれい（日本の民話え
ほん）

岩崎 京子/文 教育画劇
2003.5

16-38 0210644311 /388.1/ｺｳ/
ねずみきょう（日本の民話えほん） 香山 美子/文 教育画劇

2003.5

16-39 0210644346 /388.1/ｶﾜ/
ばけずきん（日本の民話えほん） 川村 たかし/文 教育画劇

2003.9

16-40 0210644460 /388.1/ｲｼ/
いっすんぼうし（日本傑作絵本シリー
ズ）

いしい ももこ/ぶ
ん

福音館書店
1980

16-41 0210644494 /388.1/ｲﾅ/
くわずにょうぼう 日本の昔話（こども
のとも絵本）

稲田 和子/再話 福音館書店
2012.6

16-42 0210644516 /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

16-43 0210644559 /388.1/ﾜｷ/
あたごの浦 日本の昔話（こどものとも
絵本）

脇 和子/再話 福音館書店
2009.7

16-44 0210644583 /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

16-45 0210644605 /388.1/ﾏﾂ/
こぶじいさま 日本の昔話（こどものと
も絵本）

松居 直/再話 福音館書店
2008.4

16-46 0210644613 /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

16-47 0210647663 /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

16-48 0210647698 /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

16-49 0210647736 /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

16-50 0210647752 /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
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