
奥田北分館　10月展示リスト（児童展示）：日本のむかしばなし
展示期間　令和3年10月1日（金）～10月31日（月）

番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

1 あめをふらせたなみこぞう 西本 鶏介/文 中村 景児/絵 鈴木出版 1998.4 E

2 いっすんぼうし いしい ももこ/ぶん 福音館書店 1980 E

3 うらしまたろう 山下 明生/文 町田 尚子/絵 あかね書房 2010.5 E

4 おむすびころりん さいとう/しのぶ‖[作] あすなろ書房 2019.2 E

5 かえるをのんだととさん 日本の昔話 日野 十成/再話 斎藤 隆夫/絵 福音館書店 2008.1 E

6 かさじぞう 瀬田 貞二/再話 福音館書店 2008.4 E

7 かちかちやま 山下 明生/文 小山 友子/絵 あかね書房 2010.10 E

8 かにむかし 木下 順二/作 岩波書店 1980 E

9 ききみみずきん 日本昔話より こわせ たまみ/文 馬場 のぼる/絵 フレーベル館 1996.3 E

10 きつねとかわうそ 岩崎 京子/文 尾崎 真吾/絵 フレーベル館 1984.2 E

11 きんたろう 岩崎 京子/文 津田 櫓冬/絵 フレーベル館 1984.4 E

12 くらげのおつかい 日本昔話より 矢崎 節夫/文 島田 コージ/絵 フレーベル館 1995.7 E

13 こしおれすずめ 西本 鶏介/文 若菜 珪/絵 鈴木出版 1998.4 E

14 こぶとり 瀬川 康男/絵 松谷 みよ子/文 フレーベル館 2003.1 E

15 さるかにがっせん 山下 明生/文 あかね書房 2010.2 E
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

16 さるじぞう 日本昔話より 矢崎 節夫/文 狩野 富貴子/絵 フレーベル館 1995.10 E

17 三まいのおふだ 長谷川 摂子/文 きむら よしお/絵 岩波書店 2008.10 E

18 したきりすずめ 瀬川 康男/絵 松谷 みよ子/文 フレーベル館 2003.1 E

19 十二支のはじまり いもと/ようこ‖文・絵 金の星社 2015.12 E

20 仙人のおしえ
おざわ/としお‖再話 かないだ/えつこ‖
絵

くもん出版 2014.11 E

21 そらへとばされたおとこのこ 西本 鶏介/文 夏目 尚吾/絵 鈴木出版 1998.4 E

22 だいくとおにろく 日本昔話より 今西 祐行/文 和歌山 静子/絵 フレーベル館 1995.12 E

23 たべられたやまんば 瀬川 康男/絵 松谷 みよ子/文 フレーベル館 2002.12 E

24 ちいさなわらいばなし 西本 鶏介/文 中村 景児/[ほか]絵 鈴木出版 1998.4 E

25 つきのうさぎ いもと/ようこ‖文・絵 金の星社 2015.8 E

26 つるにょうぼう 日本昔話より 矢崎 節夫/文 石倉 欣二/絵 フレーベル館 1998.2 E

27 とら猫とおしょうさん おざわ としお/再話 かないだ えつこ/絵 くもん出版 2010.1 E

28 にぎりめしのすきなだいじゃ 松谷 みよ子/文 長野 ヒデ子/絵 小学館 2001.11 E

29 ねずみのすもう 岩崎 京子/文 古川 タク/絵 フレーベル館 1984.3 E

30 ねずみのよめいり おざわ としお/再話 かないだ えつこ/絵 くもん出版 2007.12 E

31 はなさかじい 瀬川 康男/絵 松谷 みよ子/文 フレーベル館 2002.11 E

32 ふしぎなたいこ 改版 にほんむかしばなし 石井 桃子/ぶん 清水 崑/え 岩波書店 1975 E

33 へっこきあねさがよめにきて 大川 悦生/文 太田 大八/絵 ポプラ社 1978 E
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34 ぼうさまのき 瀬川 康男/絵 松谷 みよ子/文 フレーベル館 2002.12 E

35 まのいいりょうし 小沢 正/文 飯野 和好/画 教育画劇 1996.8 E

36 みるなのへや 広松 由希子/ぶん 片山 健/え 岩崎書店 2011.6 E

37 ももたろう まつい ただし/ぶん 福音館書店 1980 E

38 やまんばのにしき まつたに みよこ/ぶん せがわ やすお/え ポプラ社 1978 E

39 ゆきむすめ 西本 鶏介/文 石倉 欣二/絵 鈴木出版 1998.4 E

40 わらしべちょうじゃ 植垣/歩子‖[作] あすなろ書房 2018.12 E

41 したきりすずめ ねずみのもちつき 大川 悦生/著 長 新太/画 偕成社 1990.7 K913

42 さるかにむかし しっぽのつり 小沢 正/著 前川 かずお/画 偕成社 1990.11 K913

43 斉藤洋の日本むかし話 ふしぎな人の巻 斉藤 洋/文 小中 大地/絵 ひさかたチャイルド 2012.10 K913

44 斉藤洋の日本むかし話 ふしぎな生きものの巻 斉藤 洋/文 小中 大地/絵 ひさかたチャイルド 2012.11 K913

45 斉藤洋の日本むかし話 ふしぎな国の巻 斉藤 洋/文 小中 大地/絵 ひさかたチャイルド 2012.9 K913

46 斉藤洋の日本むかし話 こわいことの巻 斉藤/洋‖文 小中/大地‖絵 ひさかたチャイルド 2013.7 K913

47 ひこいちばなし きっちょむさん 竹崎 有斐/著 前川 かずお/画 偕成社 1990.7 K913

48 日本むかしばなし 1　寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫/文 ヒサ クニヒコ/画 あかね書房 1979.12 K913

49 ききみみずきん はなたかおうぎ 三田村 信行/著 前川 かずお/画 偕成社 1990.7 K913

50 だいくとおにろく くわずにょうぼう 三田村 信行/著 北田 卓史/画 偕成社 1990.12 K913
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