
箱No．65 日本の民話絵本③ 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

65-1 0210230410 /388.1/ﾋﾗ/
やまなしもぎ（日本傑作絵本シリー
ズ）

平野 直/再話 福音館書店
1978

65-2 0210402814 /388.1/ﾋﾉ/
ずいとんさん 日本の昔話（こどものと
も傑作集）

日野 十成/再話 福音館書店
2005.11

65-3 0210237198 /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

65-4 0210230460 /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

65-5 0210230541 /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

65-6 0210237171 /388.1/ﾄｷ/
うらしまたろう（日本傑作絵本シリー
ズ）

時田 史郎/再話 福音館書店
1977

65-7 0210644117 /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

65-8 0210644303 /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

65-9 0210644133 /388.1/ｶﾜ/
おおきさくらべ（日本の民話えほん） 川村 たかし/文 教育画劇

2003.8

65-10 0210230525 /388.1/ｶﾜ/
おおきさくらべ（日本の民話えほん） 川村 たかし/文 教育画劇

2003.8

65-11 0210230517 /388.1/ｵｻ/
おならのしゃもじ（日本の民話えほ
ん）

小沢 正/文 教育画劇
2003.9

65-12 0210644168 /388.1/ｵｻ/
かっぱのすもう（日本の民話えほん） 小沢 正/文 教育画劇

2003.8

65-13 0210230509 /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

65-14 0210644095 /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

65-15 0200665448 /388.1/ｲﾅ/
うりひめとあまんじゃく 稲田 和子/再話 福音館書店

1998.4

65-16 0210230479 /388.1/ｲｼ/
したきりすずめ（日本傑作絵本シリー
ズ）

石井 桃子/再話 福音館書店
1982.6

65-17 0210644591 /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

65-18 0210595485 /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

65-19 0210644532 /388.1/ﾔｶ/
つるにょうぼう（日本傑作絵本シリー
ズ）

矢川 澄子/再話 福音館書店
1979.10

65-20 0210644400 /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

65-21 0210323647 /388.1/ﾏﾂ/
したきりすずめ（日本むかし話） 瀬川 康男/絵 フレーベル館

2003.1

65-22 0210323329 /388.1/ﾏﾂ/
こぶとり（日本むかし話） 瀬川 康男/絵 フレーベル館

2003.1

65-23 0210198095 /388.1/ﾏﾂ/
ぼうさまのき（日本むかし話） 瀬川 康男/絵 フレーベル館

2002.12

65-24 0210321458 /388.1/ﾏﾂ/
はなさかじい（日本むかし話） 瀬川 康男/絵 フレーベル館

2002.11

65-25 0210198494 /388.1/ﾏﾂ/
たべられたやまんば（日本むかし話） 瀬川 康男/絵 フレーベル館

2002.12

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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65-26 0210197587 /388.1/ﾏﾂ/
さるかに（日本むかし話） 瀬川 康男/絵 フレーベル館

2002.11

65-27 0210198664 /388.1/ﾏﾂ/
ももたろう（日本むかし話） 瀬川 康男/絵 フレーベル館

2002.12

65-28 0210643862 /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

65-29 0210643870 /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

65-30 0210643757 /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

65-31 0210643960 /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

65-32 0210643781 /388.1/ﾏﾂ/
したきりすずめ（松谷みよ子むかしむ
かし）

松谷 みよ子/[著] 童心社
2006.12

65-33 0210643951 /388.1/ﾏﾂ/
はちかつぎひめ（松谷みよ子むかしむ
かし）

松谷 みよ子/
〔著〕

童心社
2007.4

65-34 0210644036 /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

65-35 0210644362 /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

65-36 0210473460 /388.1/ﾊｾ/
はなたれこぞうさま（てのひらむかし
ばなし）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2008.10

65-37 0210479493 /388.1/ﾊｾ/
こだぬきのおんがえし（てのひらむか
しばなし）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2009.1

65-38 0210479507 /388.1/ﾊｾ/
うばのかわ（てのひらむかしばなし） 長谷川 摂子/文 岩波書店

2009.1

65-39 0210481749 /388.1/ﾊｾ/
くわばらくわばら（てのひらむかしば
なし）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2009.2

65-40 0210392290 /388.1/ﾊｾ/
だんだんのみ（てのひらむかしばな
し）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2004.11

65-41 0210388927 /388.1/ﾊｾ/
さばうりどん（てのひらむかしばな
し）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2004.10

65-42 0210475501 /388.1/ﾊｾ/
ねずみじょうど（てのひらむかしばな
し）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2008.11

65-43 0210382384 /388.1/ﾊｾ/
うろこだま（てのひらむかしばなし） 長谷川 摂子/文 岩波書店

2004.7

65-44 0210386851 /388.1/ﾊｾ/
へっこきあねさ（てのひらむかしばな
し）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2004.9

65-45 0210477857 /388.1/ﾊｾ/
しおふきうす（てのひらむかしばな
し）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2008.12

65-46 0210475498 /388.1/ﾊｾ/
はなさかじい（てのひらむかしばな
し）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2008.11

65-47 0210388935 /388.1/ﾊｾ/
つるのおんがえし（てのひらむかしば
なし）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2004.10

65-48 0210477865 /388.1/ﾊｾ/
こぞうのはつゆめ（てのひらむかしば
なし）

長谷川 摂子/文 岩波書店
2008.12

65-49 0210644141 /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

65-50 0210445432 /388.1/ｵｻ/
三まいのおふだ（日本昔ばなし） おざわ としお/再

話
くもん出版

2007.7
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