
箱No．21 世界の民話絵本① 冊数 50冊

学年 小３

教科 国語

単元 はりねずみと金貨

No. 資料コード 請求記号 書名 著者 出版者 出版年

21-1 0210061847 /388.2/ｷﾐ/
チワンのにしき 中国民話 君島 久子/文 ポプラ社

1977

21-2 0210359552 /388.2/ﾁﾖ/
トッケビのこんぼう チョン チャジュン

/文
平凡社

2003.7

21-3 0210104007 /388.2/ﾅｷ/
アムール地方の民話 ドミートリー・ナ

ギシキン/再話
新読書社

1997.6

21-4 0200381750 /388.2/ﾅｷ/
がちょうになったむすめ アムールの民話
（新・創作絵本）

D・ナギーシキン/
再話

岩崎書店
1980.8

21-5 0210139463 /388.2/ﾊﾂ/
ウサギとカメ（韓国民話絵本） パック セホ/作 画 汐文社

1999.9

21-6 0210092467 /388.2/ﾌｼ/
ねこといぬとたからの玉（絵本=かんこ
く・ちょうせんのみんわ）

藤 かおる/文 太平出版社
2001.1

21-7 0210139455 /388.2/ﾎﾝ/
牛になった寝太郎（韓国民話絵本） ホン ソンチャン/

作 画
汐文社

1999.9

21-8 0210356081 /388.2/ﾏﾂ/
青い竜と黄色い竜（絵本=かんこく・ちょ
うせんのみんわ）

松谷 みよ子/文 太平出版社
2003.4

21-9 0210133180 /388.2/ﾏﾂ/
おどりのすきなとら（絵本=かんこく・
ちょうせんのみんわ）

松谷 みよ子/作 太平出版社
1999.3

21-10 0210441194 /388.2/ﾏﾂ/
山をはこんだ九ひきの竜（朝鮮の民話絵本
シリーズ）

松谷 みよ子/文 佼成出版社
2007.4

21-11 0210020377 /388.2/ﾏﾂ/
天下一の弓使い（ちひろ美術館コレクショ
ン絵本）

武 建華/絵 小学館
2005.5

21-12 0210441208 /388.2/ﾏﾂ/
人食いとらのおんがえし（朝鮮の民話絵本
シリーズ）

松谷 みよ子/文 佼成出版社
2007.4

21-13 0210441216 /388.2/ﾐｽ/
七人のふしぎなじいさま（朝鮮の民話絵本
シリーズ）

水谷 章三/文 佼成出版社
2007.4

21-14 0210109653 /388.2/ﾔﾝ/
かたつむりとさる ラオス・モン族の民話
（こどものとも世界昔ばなしの旅）

ヤン・サン/さいわ 福音館書店
1997.11

21-15 0210139447 /388.2/ﾘﾕ/
ノルブとフンブ（韓国民話絵本） リュウ チェスウ/

作 画
汐文社

1999.9

21-16 0210134631 /388.3/ｲｼ/
お日さまとお月さまとカラスのカーキチ
ロシアのむかしばなし

ビクトル・ドゥ
ビードフ/え

新読書社
1999.4

21-17 0210426888 /388.3/ｳｲ/
おぞましいりゅう デイヴィッド・

ウィーズナー/絵
BL出版

2006.10

21-18 0200569660 /388.3/ｳﾁ/
どろにんぎょう 北欧民話 内田 莉莎子/文 福音館書店

1985.10

21-19 0210063777 /388.3/ｳﾁ/
ねことおんどり ロシアのむかしばなし
（日本傑作絵本シリーズ）

うちだ りさこ/ぶ
ん

福音館書店
1997.6

21-20 0210614781 /388.3/ｳﾁ/
にひきのよくばりこぐま ハンガリーの民
話

内田 莉莎子/訳 風濤社
2013.6

21-21 0210054182 /388.3/ｳﾁ/
びんぼうこびと ウクライナ民話（こども
のともコレクション）

内田 莉莎子/再話 福音館書店
1998.3

21-22 0210162805 /388.3/ｳﾁ/
セルコ ウクライナの昔話 内田 莉莎子/文 福音館書店

2001.2

21-23 0210554924 /388.3/ｵｶ/
3びきのこぶた イギリス民話 山田 三郎/絵 世界文化社

2011.12

21-24 0200308092 /388.3/ｻｲ/
そらをとぶふね ロシア民話（えほん・ワ
ンダーランド）

西郷 竹彦/再話 岩崎書店
1993.9

21-25 0200478664 /388.3/ﾌｲ/
たいようの木のえだ ジプシーの昔話（日
本傑作絵本シリーズ）

フィツォフスキ/再
話

福音館書店
1985.11
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21-26 0200316699 /388.3/ﾏﾂ/
まほうつかいバーバ・ヤガー ロシア民話
（世界傑作絵本シリーズ）

松谷 さやか/再話 福音館書店
1987.2

21-27 0200332139 /388.3/ﾏﾂ/
エメーリャとふしぎなさかな アファナー
シエフ編『ロシア民話集』より

アファナーシエフ/
編

講談社
1993.9

21-28 0200248189 /388.3/ﾏﾙ/
12の月たち スラブみんわ（児童図書館・
絵本の部屋）

サムエル・マル
シャーク/さいわ

評論社
1986.12

21-29 0200230751 /388.3/ﾖｳ/
めうしのブーコトラ アイスランドの民話 フリングル・ヨウ

ハンネスソン/え
ほるぷ出版

1981.5

21-30 0210367113 /388.3/ﾗﾁ/
てぶくろ（ウクライナ民話/ラチョーフ・
シリーズ）

エヴゲーニイ・ラ
チョーフ/絵

ネット武蔵
野 2003.11

21-31 0210389494 /388.3/ﾗﾁ/
わらの牛（ウクライナ民話/ラチョーフ・
シリーズ）

エヴゲーニイ・ラ
チョーフ/絵

ネット武蔵
野 2004.10

21-32 0210371943 /388.3/ﾗﾁ/
麦の穂（ウクライナ民話/ラチョーフ・シ
リーズ）

エヴゲーニイ・ラ
チョーフ/絵

ネット武蔵
野 2004.2

21-33 0200413830 /388.3/ﾜﾀ/
バーバ・ヤガーとままむすめ（世界みんわ
絵本）

渡辺 節子/文 ほるぷ出版
1993.2

21-34 0210054166 /388.3/ﾜﾀ/
たいへんたいへん イギリス昔話（こども
のともコレクション）

〔Joseph Jacobs/
著〕

福音館書店
1998.3

21-35 0210109491 /388.3/ﾏﾂ/
かものむすめ ウクライナ民話（こどもの
とも世界昔ばなしの旅）

松谷 さやか/訳 福音館書店
1997.11

21-36 0200326287 /388.3/ﾔｵ/
つばさをもらった月（世界みんわ絵本） 八百板 洋子/文 ほるぷ出版

1993.6

21-37 0210028971 /388.4/ｼｴ/
バオバブのきのうえで アフリカ・マリの
昔話（こどものとも世界昔ばなしの旅）

ジェリ・ババ・シ
ソコ/語り

福音館書店
2005.9

21-38 0210613955 /388.4/ﾎﾌ/
ふしぎなボジャビのき アフリカのむかし
ばなし

ダイアン・ホフマ
イアー/再話

光村教育図
書 2013.5

21-39 0210090812 /388.4/ﾏﾃ/
かしこいカメのおはなし アフリカのむか
しばなし（ポプラせかいの絵本）

フランチェスカ・
マーティン/さく

ポプラ社
2000.12

21-40 0210109645 /388.4/ﾜﾀ/
もどってきたガバタばん エチオピアのお
話（こどものとも世界昔ばなしの旅）

渡辺 茂男/やく 福音館書店
1997.11

21-41 0210028505 /388.5/ｱｷ/
とうもろこしおばあさん アメリカ・インディア
ン民話（こどものとも世界昔ばなしの旅）

秋野 和子/再話 福音館書店
2005.9

21-42 0210424133 /388.5/ｽﾘ/
おこった月 ウィリアム・ス

リーター/再話
童話館出版

2006.9

21-43 0210356383 /388.5/ﾃﾊ/
青い花のじゅうたん テキサス州のむかし
ばなし（評論社の児童図書館・絵本の部
屋）

トミー・デパオラ/
再話・絵

評論社
2003.5

21-44 0200328549 /388.5/ﾄﾐ/
エナノの宮殿 メキシコの民話 ルイス・スアレス/

え
ほるぷ出版

1982.11

21-45 0210109610 /388.6/ｲﾅ/
マリアとコンドル ペルーの民話（こども
のとも世界昔ばなしの旅）

稲村 哲也/再話 福音館書店
1997.11

21-46 0210109475 /388.6/ｲﾅ/
しろいむすめマニ アマゾンのいものはじ
まり（こどものとも世界昔ばなしの旅）

稲村 哲也/再話 福音館書店
1997.11

21-47 0210028807 /388.6/ｼﾝ/
ガラシとクルピラ（こどものとも世界昔ば
なしの旅）

陣内 すま/文 福音館書店
2005.9

21-48 0210028777 /388.6/ﾔﾅ/
コケーナとであったチャンゴ アンデスの
民話（こどものとも世界昔ばなしの旅）

やなぎや けいこ/
再話

福音館書店
2005.9

21-49 0210028440 /388.7/ｵｵ/
おおきなかぬー（こどものとも世界昔ばな
しの旅）

大塚 勇三/再話 福音館書店
2005.9

21-50 0210109467 /388.7/ｵｵ/
まじょのひ パプア・ニューギニアの昔話
（こどものとも世界昔ばなしの旅）

大塚 勇三/再話 福音館書店
1997.11
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