
■むかし話や民話がわかる本

NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

1 昔話が語る子どもの姿 小沢　俊夫　著 古今社 1998 3884/3 一般書庫

2 昔話の本質と解釈 マックス・リューティ　著 福音館書店 1996 388/3 一般書庫

3 昔話入門 小沢　俊夫　編著 ぎょうせい 1997 388/14 一般書庫

4 昔話とこころの自立 松居　友　著 洋泉社 1999 388/33 一般書庫

5 昔話と昔話絵本の世界 藤本　朝巳　著
日本エディター
スクール出版部

2000 388/38 一般開架

6 おはなしの知恵 河合　隼雄　著 朝日新聞社 2000 388/39 一般書庫

7
働くお父さんの昔話入門
生きることの真実を語る

小沢　俊夫　著 日本経済新聞社 2002 388/45 一般書庫

8
シリーズことばの世界
第2巻　かたる

日本口承文芸学会　編 三弥井書店 2008 388/52/2 一般開架

9 日本昔話研究集成  1～5 小松　和彦　[ほか]編 名著出版 1984-5 3881/8/1-5 一般書庫

10 昔話と語りの現在 櫻井　美紀　著 久山社 1998 0158/3 一般書庫

11 柳田國男全集　22 柳田　国男　著 筑摩書房 2010 3808/9/22 一般開架

12 昔話研究　第1～4巻・別冊 岩崎美術社 1980
3881/23/
1-4・ﾍ

一般書庫
館内閲覧

13
昔話の森
桃太郎から百物語まで

野村　純一　著 大修館書店 1998 3881/24 一般書庫

14 日本昔話ハンドブック 稲田　浩二　[ほか]編 三省堂 2001 3881/54 一般開架

15 昔話の旅語りの旅 野村　純一　著 アーツアンドクラフツ 2008 3881/94 一般開架

16
世界の民話　25
解説編

小沢　俊夫　著 ぎょうせい 1979 388/SE22/25 書庫ＣＬ

17
現代の民話
あなたも語り手、わたしも語り手

松谷　みよ子　著 中央公論新社 2000 3881/50 一般開架

18 日本の民話を学ぶ人のために 福田　晃　[ほか]編 世界思想社 2000 3881/52 一般開架

19 昔話と日本人の心 河合　隼雄　著 岩波書店 2002 3881/60 一般開架

20 日本昔話事典 稲田　浩二　［ほか］編集 弘文堂 1994 3881/7
参考開架
館内閲覧

21 昔話の民俗学 桜井　徳太郎　著 講談社 1996 3881/27 一般書庫

22 昔話と笑話 関　敬吾　著 岩崎美術社 1985 3881/22 一般書庫

■よく知られているむかし話・民話

NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

23 日本昔話百選 稲田　浩二　編著 三省堂 1984 3881/1 一般書庫
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　今回は「文学散歩」と題し、むかし話や民話の世界にご案内いたします。むかし話や民話が分かる本。また、子
どもの頃一度は聞いたことがある懐かしい話や、各地に語り継がれている話、もちろん千葉県の話についてもご
紹介します。
　今一度読み直してみると、子どもの頃に聞いたむかし話にも、違った角度から光が当たるかもしれませんね。
この機会に是非ご覧になってください。
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NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

24 日本昔噺 巌谷　小波　著 平凡社 2001 3881/57 一般開架

25 図説日本の昔話 石井　正己　著 河出書房新社 2003 3881/73 一般書庫

26 定本日本の民話　1～20 未来社 1999 3881/34/1-20 一般開架

27 日本の民話400選 永田　義直　編著 金園社 1978 3881/N23 書庫ＣＬ

28
幼児に聞かす日本祭り話集
一日一話5分間のお話

西本　鶏介　著 芸術生活社 1974 3881/N84 書庫ＣＬ

29
新・桃太郎の誕生
日本の「桃ノ子太郎」たち

野村　純一　著 吉川弘文館 2000 3881/40 一般書庫

30
金太郎伝説
謎ときと全国の伝承地ガイド

金太郎・山姥伝説地
調査グループ　編集

夢工房 2000 3881/49 一般書庫

31
よみがえる浦島伝説
恋人たちのゆくえ

坂田　千鶴子　著 新曜社 2001 3881/56 一般書庫

32 浦島太郎はどこへ行ったのか 高橋　大輔　著 新潮社 2005 3881/85 一般書庫

33
樹木にまつわる物語
日本の民話・伝説などを集めて

浅井　治海　著 フロンティア出版 2007 3881/92 一般開架

34 浦島太郎の日本史 三舟　隆之　著 吉川弘文館 2009 3881/103 一般開架

35 浦島太郎は歩く 服部　邦夫　著 青土社 1985 3881/H44 書庫ＣＬ

36 酒呑童子の首 小松　和彦　著 せりか書房 1997 3881/16 一般書庫

37 日本全国国民童話 石井　研堂　著 宝文館出版 1974 3881/I75 書庫ＣＬ

38 昔話の源流 稲田　浩二　著 三弥井書店 1997 38804/2 一般書庫

39 阿刀田高の楽しい古事記 阿刀田　高　著 角川書店 2000 9132/26 一般開架

40 橋本治の古事記 橋本　治　訳著 講談社 2001 9132/29 一般開架

41 いろどり古事記 中山　千夏　絵・文 自由国民社 2006 9132/58 一般開架

42 竹取物語　対訳 川端　康成　訳
講談社
インターナショナル

1998 91331/5 一般開架

43
伽婢子・狗張子
江戸怪談集

浅井　了意　作 鈴木出版 2001 91351/29 一般開架

44
日本古典文学全集　36
御伽草子集

小学館 1977 918/1/36 一般開架

45
萱野茂のアイヌ神話集成
第4～6巻　ウウェペケレ編

萱野　茂
録音・編集・著作

ビクター
エンターテインメント

1998 1641/21/4-6 一般書庫

46 アイヌの昔話 稲田　浩二　編 筑摩書房 2005 38811/3 一般開架

47 出雲の民話 石塚　尊俊　［ほか］共編 未来社 1977 3881/N71/12 書庫ＣＬ

48 宮城の民話 山田　野理夫　編 未来社 1976 3881/N71/24 書庫ＣＬ

49 茨城の民話　第1集 日向野　徳久　編 未来社 1978 3881/N71/62 書庫ＣＬ

50
とんと昔があったげど
第1・2集

水沢　謙一　編 未来社 1975 3881/N71/1・2 書庫ＣＬ

51
ぼたもちがえる
民話・食べものの話

渋谷　勲　ぶん 芽ばえ社 1988 3881/SH23 書庫ＣＬ

52
山を追われたくじら
民話・食べものの話

渋谷　勲　ぶん 芽ばえ社 1988 3881/SH23 書庫ＣＬ

53 ふるさとの料理むかし噺 谷村　寿子　著 じゅうがつ社 1987 K5/A689 協力保存

54
遠野物語は生きている
白幡ミヨシの語り

白幡　ミヨシ　述 岩田書院 1997 38812/3 一般書庫

55 鈴木サツ全昔話集 鈴木　サツ　語り
鈴木サツ全昔話集
刊行会

1993 38812/4 一般書庫



NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

56 遠野の民話と語り部 石井　正己　著 三弥井書店 2002 38812/9 一般開架

57 青森の「繁次郎ばなし」 佐々木　達司　編
青森県文芸協会
出版部

2008 38812/18 一般開架

58 山田野理夫東北怪談全集 山田　野理夫　著 荒蝦夷 2010 38812/21 一般開架

59 女川・雄勝の民話　宮城 松谷　みよ子　編著 国土社 1987 38812/MA88 書庫ＣＬ

60
江戸東京の噂話
「こんな晩」から「口裂け女」まで

野村　純一　著 大修館書店 2005 38813/7 一般開架

61 琉球弧の民話 日本民話の会　編集 童心社 1996 38819/1 一般開架

62 琉球の伝承文化を歩く　1～3 三弥井書店 2000-06 38819/9/3 一般開架

63 歴史・伝説にみる沖縄女性 比嘉　朝進　著 那覇出版社 2005 38819/10 一般開架

64 銀河の道　虹の架け橋 大林　太良　著 小学館 1997 388/29 一般書庫

65
日本・中国・韓国の昔話集
1～3

出版文化産業
振興財団　編集

国立オリンピック記念
青少年総合センター

2004 3882/2/1-3 一般開架

66
日本の昔話
Tales of old Japan

A･B･ミットフォード　著
チャールズ・イー・
タトル出版

1996 3881/11/ 一般書庫

■河童のはなし

NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

67 河童の日本史 中村　禎里　著
日本エディター
スクール出版部

1996 3881/12 一般書庫

68
河童の系譜
われらが愛する河童たち

安藤　操　著 五月書房 1993 3881/21 一般書庫

69
怪異の民俗学　3
河童

小松　和彦　責任編集 河出書房新社 2000 3881/48/3 一般書庫

70 河童平成絵巻 佐々木　篤　民話監修・撮影 ピエ・ブックス 2005 3881/86 一般開架

71 ニッポンの河童の正体 飯倉　義之　編 新人物往来社 2010 3881/108 一般書庫

72 河童を見た人びと 高橋　貞子　著 岩田書院 2003 38812/10 一般書庫

73
河童アジア考
カッパは人か妖怪か

斎藤　次男　著 彩流社 1994 388/18 一般書庫

■龍のはなし

NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

74 龍の起源 荒川　紘　著 紀伊国屋書店 1996 388/2 一般書庫

75 世界の竜の話 丸山　顕徳　編著 三弥井書店 1998 388/21 一般書庫

76 竜神伝説 小鹿野　健　著 近代文芸社 1999 388/27 一般書庫

77 竜の百科 池上　正治　著 新潮社 2000 388/37 一般書庫

78 図説龍とドラゴンの世界 笹間　良彦　著 遊子館 2008 388/54 一般開架

■鬼のはなし

NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

79 鬼の風土記 服部　邦夫　著 青弓社 1989 3881/19 一般書庫

80 鬼の宇宙誌 倉本　四郎　著 平凡社 1998 3881/31 一般書庫

81 鬼むかし　昔話の世界 五来　重　著 角川書店 1991 3881/32 一般書庫



NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

82 鬼 高平　鳴海　［ほか］共著 新紀元社 1999 3881/35 一般書庫

83
鬼ものがたり
鬼と鉄の伝承

大橋　忠雄　著 明石書店 1999 3881/37 一般書庫

84
怪異の民俗学　4
鬼

小松　和彦　責任編集 河出書房新社 2000 3881/48/4 一般書庫

85 鬼の思想　鬼哭と狂気 綱澤　満昭　著 風媒社 2009 3881/101 一般開架

86 鬼の風土記 服部　邦夫　著 青弓社 1989 3881/H44 書庫ＣＬ

87 越後の鬼 磯部　定治　著 新潟日報事業社 2005 38814/1 一般開架

88 鬼の研究 馬場　あき子　著 三一書房 1978 388/24 一般書庫

■十二支のはなし

NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

89
十二支動物の話
根丑寅辰巳篇

井本　英一　著 法政大学出版局 1999 388/36/1 一般書庫

90 十二支考　上･下 南方　熊楠　著 岩波書店 2003 388/46/1・2 一般開架

91 十二支の民俗伝承 石上　七鞘　著 おうふう 2003 3881/71 一般開架

92 中国の十二支動物誌 鄭　高詠　著 白帝社 2005 38822/22 一般開架

■千葉のむかし話や民話

NO 書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 場所名

93 房総の伝承奇談 杉谷　徳蔵　著 暁印書館 1997 C388/3 郷土開架

94
印内の重右衛門話
下総の笑話

阿彦　周宜　編 崙書房 1981 C388/4 郷土開架

95 千葉県の民話　続 安藤　操　著 千秋社 1981 C388/5/2 郷土開架

96 ふるさと千葉県の民話 安藤　操　著 千秋社 1980 C388/6 郷土開架

97
日本の伝説　6
房総の伝説

高橋　在久　著 角川書店 1976 C388/11 郷土開架

98 房総の民話 平野　元三郎　著 ［海の会］ 1957 C388/12 郷土開架

99 利根川おばけ話 加藤　政晴　著 崙書房出版 1991 C388/13 郷土開架

100 銚子の民話
銚子市教育委員会
生涯学習スポーツ課

2002 C388/17/2 郷土開架

101 房総の昔話 川端　豊彦　編著 三弥井書店 1980 C388/18 郷土開架

102 きさらづの民話　続 きさらづ民話の会　編 イクォリティ 1995 C388/19/2 郷土開架

103 海上郡市の昔話
海上中学校郷土
研究クラブ

1989
はじめに

C388/20 郷土開架

104
千葉市の民話・伝説・
歴史ばなし

安藤　操　編著 千秋社 1979 C388/26 郷土開架

105 房総の伝説民話紀行 さいとう　はるき　著 崙書房出版 2008 C388/27 郷土開架

106 海上の民話拾遺集 嶋田　正　編集 嶋田正 2009 C388/28 郷土開架

107 そうさの伝説とむかし話 伊東　弘明　編 ［伊東弘明］ 1975 C388/31 郷土開架

108 東金の昔ばなし 東金市教育委員会　編集
日本電信電話
株式会社東金支店

1989 C388/32 郷土開架


