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 児童
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展示
て ん じ

 

展示

てんじ

期間

きかん

：2020年 2月 5日（水）～2020年 3月 18日（水）まで 

 

 むかしばなしのせかいへようこそ！ 
 

 

みなさんのすきな昔話
むかしばなし

は何
なん

ですか？ 

児童室
じ ど う し つ

では、にほんやアジア、その他
た

の国々
く に ぐに

の昔話
むかしばなし

絵本
え ほ ん

を展示
て ん じ

しています。 

とっても不思議
ふ し ぎ

で楽
たの

しい昔話
むかしばなし

の世界
せ か い

をごらんください！！ 
 



　　　　　むかしばなしのせかいへようこそ！　図書リスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

（にほんのむかしばなし）

しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう タイトルコード

1 ももたろう まつい ただし／ぶん、あかば すえきち／え 福音館書店 Ｅアカ 1000010048313

2 そばがらじさまとまめじさま 小林 輝子／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010023698

3 にぎりめしごろごろ 小林 輝子／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010330239

4 こぶじいさま 松居 直／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010065346

5 だいくとおにろく 松居 直／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010048272

6 うまかたやまんば おざわ としお／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010122206

7 みるなのくら おざわ としお／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010125708

8 かちかちやま おざわ としお／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010117985

9 したきりすずめ 石井 桃子／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010074833

10 てんぐだいこ 神沢 利子／文、赤羽 末吉／絵 偕成社 Ｅアカ 1000010074489

11 くわずにょうぼう 稲田 和子／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010065345

12 つるにょうぼう 矢川 澄子／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010060355



13 うらしまたろう 時田 史郎／再話、秋野 不矩／画 福音館書店 Ｅアキ 1000010061252

14 いっすんぼうし いしい ももこ／ぶん、あきの ふく／え 福音館書店 Ｅアキ 1000010048306

15 にんじん だいこん ごぼう 植垣 歩子／再話・絵 福音館書店 Ｅウエ 1000801029821

16 だんごだんごどこいった 太田 大八／え、大江 ちさと／ぶん トモ企画 Ｅオオ 1000010220861

17 やまなしもぎ 平野 直／再話、太田 大八／画 福音館書店 Ｅオオ 1000010053166

18 天のかみさま金んつなください 津谷 タズ子／再話、梶山 俊夫／画 福音館書店 Ｅカジ 1000010032088

19 てんぱたんてんぱたん 梶山 俊夫／再話・絵 福音館書店 Ｅカジ 1000010393213

20 だごだごころころ 石黒 渼子／再話、梶山 俊夫／再話・絵 福音館書店 Ｅカジ 1000010023978

21 さんまいのおふだ 水沢 謙一／再話、梶山 俊夫／画 福音館書店 Ｅカジ 1000010093159

22 おんちょろちょろ 瀬田 貞二／再話、梶山 俊夫／画 福音館書店 Ｅカジ 1000010024150

23 さるとびっき 武田 正／再話、梶山 俊夫／画 福音館書店 Ｅカジ 1000010567706

24 うりひめとあまんじゃく 稲田 和子／再話、小西 英子／画 福音館書店 Ｅコニ 1000010640819

25 かにむかし 木下 順二／作、清水 崑／絵 岩波書店 Ｅシミ 1000010044593

26 ふるやのもり 瀬田 貞二／再話、田島 征三／画 福音館書店 Ｅタシ 1000010048276

（アジアのむかしばなし）

27 いしになったかりゅうど 大塚 勇三／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010037378

28 ほしになったりゅうのきば 君島 久子／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000110110468

29 王さまと九人のきょうだい 君島 久子／訳、赤羽 末吉／絵 岩波書店 Ｅアカ 1000010044587

30 あかりの花 肖 甘牛／採話、君島 久子／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010092870



31 プンクマインチャ 大塚 勇三／再話、秋野 亥左牟／画 福音館書店 Ｅアキ 1000010241772

32 石のししのものがたり 大塚 勇三／再話、秋野 亥左牟／画 福音館書店 Ｅアキ 1000010272454

33 ふしぎなやどや [薛 漁思／原作]、はせがわ せつこ／文、いのうえ　ようすけ／画 福音館書店 Ｅイノ 1000010148893

34 銀のうでわ 君島 久子／文、小野 かおる／絵 岩波書店 Ｅオノ 1000010535166

35 さるとわに ポール・ガルドン／さく、きたむら よりはる／やく ほるぷ出版 Ｅガル 1000010049617

36 犬になった王子 君島 久子／文、後藤 仁／絵 岩波書店 Ｅゴト 1000801011983

37 ヤンメイズとりゅう 松居 直／再話、関野 喜久子／再話、譚 小勇／絵 福音館書店 Ｅタン 1000010351924

38 さんねん峠 李 錦玉／作、朴 民宜／絵 岩崎書店 Ｅパク 1000010163217

39 ヒマラヤのふえ A.ラマチャンドラン／さく・え、きじま はじめ／やく 木城えほんの郷 Ｅラマ 1000310018380

（その他
た

の国々
くにぐに

のむかしばなし）

40 太陽と月になった兄弟 秋野 靱子／再話・絵 福音館書店 Ｅアキ 1000010339894

41 とうもろこしおばあさん 秋野 和子／再話、秋野 亥左牟／画 福音館書店 Ｅアキ 1000010496873

42 赤ずきん グリム／原作 岩波書店 Ｅウオ 1000010055257

43 ヘンゼルとグレーテル グリム／[著] 岩波書店 Ｅウオ 1000010095392

44 ヨリンデとヨリンゲル グリム／[原作] ほるぷ出版 Ｅウオ 1000010186490

45 金をつむぐこびと グリム／[原作] 西村書店 Ｅウオ 1000010363492

46 びんぼうこびと 内田 莉莎子／再話、太田 大八／画 福音館書店 Ｅオオ 1000010551759

47 うさぎのみみはなぜながい 北川 民次／ぶんとえ 福音館書店 Ｅキタ 1000010129663

48 おおきなかぶ A.トルストイ／再話、内田 莉莎子／訳 福音館書店 Ｅサト 1000410004156



49 ゆきむすめ 内田 莉莎子／再話、佐藤 忠良／画 福音館書店 Ｅサト 1000010048271

50 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中 かな子／訳、スズキ コージ／画 福音館書店 Ｅスズ 1000010118737

51 ブレーメンのおんがくたい グリム／[原作] 福音館書店 Ｅフイ 1000011035401

52 長ぐつをはいたねこ シャルル・ペロー／原作、ハンス・フィッシャー／ぶん・え 福音館書店 Ｅフイ 1000010064613

53 せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン／文・絵、こみや ゆう／訳 岩波書店 Ｅブラ 1000800504202

54 ダチョウのくびはなぜながい? ヴァーナ・アーダマ／文、マーシャ・ブラウン／絵 富山房 Ｅブラ 1000010474509

55 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え、せた ていじ／やく 福音館書店 Ｅブラ 1000010048360

56 ながいかみのラプンツェル グリム／[著] 福音館書店 Ｅホフ 1000010022923

57 つぐみのひげの王さま グリム／著 ペンギン社 Ｅホフ 1000010164485

58 くまおとこ グリム／[原作] 福武書店 Ｅホフ 1000010088004

59 ねむりひめ グリム兄弟／原作 福音館書店 Ｅホフ 1000010048369

60 おおかみと七ひきのこやぎ グリム／[原作] 福音館書店 Ｅホフ 1000010048352

61 七わのからす グリム／[原作] 福音館書店 Ｅホフ 1000010028234

62 おやゆびこぞう フェリックス・ホフマン／え、大塚 勇三／やく ペンギン社 Ｅホフ 1000010187576

63 うできき四人きょうだい グリム／[著] 福音館書店 Ｅホフ 1000010082243

64 パンのかけらとちいさなあくま 内田 莉莎子／再話、堀内 誠一／画 福音館書店 Ｅホリ 1000210044687

65 きこりとおおかみ やまぐち ともこ／さいわ、ほりうち せいいち／え 福音館書店 Ｅホリ 1000010108542

66 おなかのかわ 瀬田 貞二／再話、村山 知義／絵 福音館書店 Ｅムラ 1000800343967

67 三びきのこぶた 瀬田 貞二／訳、山田 三郎／画 福音館書店 Ｅヤマ 1000210044686

68 マーシャとくま E・ラチョフ／え、M・ブラトフ／さいわ 福音館書店 Ｅラチ 1000010048374



69 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え、うちだ りさこ／やく 福音館書店 Ｅラチ 1000010496745

70 おだんごぱん せた ていじ／やく、わきた かず／え 福音館書店 Ｅワキ 1000800302314

71 3びきのくま トルストイ／ぶん、バスネツォフ／え 福音館書店 Ｅワス 1000010496746

72 いたずらおばけ 瀬田 貞二／再話、和田 義三／画 福音館書店 Ｅワダ 1000010024254

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※388のコーナーにも昔話の本があります📖　


