
箱No．22 世界の民話絵本② 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

22-1 0200313754 /388.2/ｱﾙ/
アラヤト山の女神 フィリピンの民話 ヴィルヒリオ S・

アルマリオ/再話
ほるぷ出版

1987.10

22-2 0200569597 /388.2/ｶｺ/
ふしぎないねとおひめさま インドネシアの昔
話（かこさとしおたのしみえほん）

かこ さとし/作 偕成社
1989.5

22-3 0200235095 /388.2/ｶﾅ/
おどりトラ 韓国・朝鮮の昔話 金森 襄作/再話 福音館書店

1991

22-4 0200332961 /388.2/ｶﾝ/
馬のたまご バングラデシュの民話 アブル・ハシム・

カーン/え
ほるぷ出版

1985.5

22-5 0210565195 /388.2/ﾀﾝ/
なみだでくずれた万里の長城 中国の民話 唐 亜明/文 岩波書店

2012.4

22-6 0200242334 /388.2/ﾄﾙ/
ホジャどんのしっぺがえし トルコの民話 ギュンセリ・オズ

ギュル/さいわ・え
ほるぷ出版

1983.6

22-7 0200242369 /388.2/ﾄﾙ/
ホジャどんのしっぺがえし トルコの民話 ギュンセリ・オズ

ギュル/さいわ・え
ほるぷ出版

1983.6

22-8 0200569635 /388.2/ﾊｲ/
おしゃかさま ものがたり タイの民話 パニヤ・チャイヤ

カム/え
ほるぷ出版

1982.11

22-9 0200309684 /388.2/ﾋｴ/
なまけんぼう モルダビア(ソビエト)の民話 I・D・ビエル/え ほるぷ出版

1989.2

22-10 0210183799 /388.2/ﾋﾗ/
ぞうのマハギリ インドの民話 ケシャブ・シャン

カール・ピライ/再
話

グランまま社
2002.5

22-11 0210312408 /388.2/ﾋﾗ/
ぞうのマハギリ インドの民話 ケシャブ・シャン

カール・ピライ/再
話

グランまま社
2002.5

22-12 0200045075 /388.2/ﾎｼ/
なしうりとおじいさん 中国民話より（キン
ダーおはなしえほん傑作選）

柴野 民三/文 フレーベル館
1977

22-13 0210028483 /388.7/ｶﾄ/
おおきなカエルティダリク オーストラリアア
ボリジニ・ガナイ族のお話

加藤 チャコ/再
話・絵

福音館書店
2005.9

22-14 0210008598 /388.2/ﾏﾂ/
なりひびけコーチル（絵本の泉） 松本 みどり/作 岩崎書店

1996.10

22-15 0210092475 /388.2/ﾐｽ/
ごまひとつぶで…（絵本=かんこく・ちょうせ
んのみんわ）

水谷 章三/文 太平出版社
2001.1

22-16 0210562196 /388.2/ﾔｵ/
ナスレディンのはなし トルコの昔話（ランド
セルブックス）

八百板 洋子/再話 福音館書店
2012.3

22-17 0200057049 /388.2/ﾗﾏ/
ヒマラヤのふえ 昔ヒマラヤのふもとクマオン
というところでうたわれていた物語

A・ラマチャンドラ
ン/さく・え

福音館書店
1976

22-18 0200050664 /388.3/ｱﾝ/
おんどりと二まいのきんか ルーマニア民話
（おはなし創作えほん）

安藤 美紀夫/文 ポプラ社
1977

22-19 0210094176 /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

22-20 0200397389 /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

22-21 0210115017 /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

22-22 0200245465 /388.3/ｶﾛ/
おばけのババヤガー ロシア民話（えほん・ワ
ンダーランド）

カロリコフ/再話 岩崎書店
1988.2

22-23 0200042173 /388.3/ｼﾝ/
海からきた力もち デンマーク民話（おはなし
傑作絵本）

じんぐう てるお/
ぶん

ポプラ社
1969

22-24 0200042700 /388.3/ｽｽ/
大男のかぶらかぞえ ドイツ民話（おはなし傑
作絵本）

すずき たけじゅ/
ぶん

ポプラ社
1970

22-25 0200389041 /388.3/ｾﾀ/
おだんごぱん ロシア民話（日本傑作絵本シ
リーズ）

瀬田 貞二/訳 福音館書店
1980
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22-26 0210086610 /388.3/ｾﾀ/
三びきのこぶた イギリス昔話（こどものとも
傑作集）

瀬田 貞二/やく 福音館書店
1974

22-27 0210449918 /388.3/ﾃﾊ/
ジェイミー・オルークとなぞのプーカ アイル
ランドのむかしばなし

トミー・デ・パオ
ラ/再話・絵

光村教育図書
2007.9

22-28 0200316486 /388.3/ﾊﾘ/
白鳥のおきさき リトアニア(ソビエト)の民話 シグテ・バリュベ

ネ/え
ほるぷ出版

1989.5

22-29 0200051911 /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

22-30 0210167483 /388.3/ﾌﾗ/
笛ふきイワーヌシカ ロシアの昔話（世界の昔
話傑作選）

M.ブラートフ/再話 偕成社
2001.5

22-31 0210749660 /388.3/ﾍﾛ/
シンデレラ バーバラ・マクリ

ントック/再話・絵
岩波書店

2015.2

22-32 0200309676 /388.3/ﾎﾘ/
なまけもののくまさん ロシア民話より マリア・ポリュー

シュキン/再話
アリス館

1978

22-33 0210000848 /388.3/ﾏﾄ/
にげだしたかたやきパン イギリスの昔話より
（世界名作えほんライブラリー）

間所 ひさこ/文 フレーベル館
1996.4

22-34 0210090340 /388.3/ﾏﾝ/
うるわしのセモリナ・セモリナス 小麦粉うま
れの王子さま

アンソニー・L.マ
ンナ/再話

BL出版
2000.11

22-35 0200179268 /388.3/ﾐﾔ/
りんごころりん ロシア民話（母と子の絵本） パホーモフ/絵 岩崎書店

1973

22-36 0210453389 /388.3/ﾐﾔ/
マーシャとババヤガーのおおきなとり ロシア
の昔話より

宮川 やすえ/文 ひさかたチャ
イルド 2007.11

22-37 0210062479 /388.3/ﾑﾃ/
巨人と少年 スコットランドの民話 フィオナ・ムー

ディ/絵と文
セーラー出版

1995.10

22-38 0200043951 /388.3/ﾓｷ/
おひさまをたずねて スロバキア民話（キン
ダーおはなしえほん）

ゾーリナ・モギレ
フスカヤ/〔再話〕

フレーベル館
1989.12

22-39 0210042710 /388.3/ﾔﾍ/
めんどりとこむぎつぶ イギリスの昔話より
（世界名作えほんライブラリー）

矢部 美智代/文 フレーベル館
1997.3

22-40 0210534974 /388.3/ﾔﾏ/
しごとをとりかえたおやじさん ノルウェー昔
話（こどものともコレクション）

山越 一夫/再話 福音館書店
2011.2

22-41 0200366823 /388.3/ﾔﾏ/
なんてこったい ノルウェー民話より やまのうち きよこ

/ぶん
福武書店

1982.9

22-42 0210010070 /388.3/ﾔﾏ/
きたかぜのくれたテーブルかけ ノルウェーの
昔話より（世界名作えほんライブラリー）

山脇 恭/文 フレーベル館
1996.12

22-43 0200038249 /388.3/ﾔﾏ/
きこりとおおかみ フランス民話（こどものと
も）

山口 智子/再話 福音館書店
1977

22-44 0200394363 /388.3/ﾗﾁ/
てぶくろ ウクライナ民話（世界傑作絵本シ
リーズ）

エウゲーニー・M・
ラチョフ/え

福音館書店
1974

22-45 0210114983 /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

22-46 0200242920 /388.4/ｱﾙ/
ウサギのいえに いるのは だれだ? アフリ
カ・マサイ族民話より

ヴェルナ・アール
デマ/ぶん

ほるぷ出版
1980.5

22-47 0200569708 /388.5/ｳﾁ/
ヤギとライオン トリニダード・トバゴの民話
（ひまわりえほんシリーズ）

内田 莉莎子/文 鈴木出版
1991.11

22-48 0200386514 /388.5/ｷﾀ/
うさぎのみみはなぜながい メキシコ民話（日
本傑作絵本シリーズ）

北川 民次/作 福音館書店
1978

22-49 0200310828 /388.6/ｱｷ/
太陽と月になった兄弟 ボリビア民話（日本傑
作絵本シリーズ）

秋野 靱子/再話・
絵

福音館書店
1994.3

22-50 0200247883 /388.6/ﾏﾁ/
ジャガーにはなぜもようがあるの? ブラジル
の民話

アンナ・マリア・
マチャード/さいわ

ほるぷ出版
1983.8
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