
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆おはなしのろうそく２７まで ※愛蔵版と題が違うものは小冊子版で表記 □あ は、愛蔵版の表記 

◆子どもに聞かせる世界の民話は、こども世界の民話（上・下）と 

  サヤエンドウじいさんに載っているもののみ。 

2013.10月現在 m.n 

本の題名 出版社 

おはなしのろうそく（小冊子版） １～２９ 東京子ども図書館 

小冊子版 
愛蔵版おはなしのろうそく１（１・２）エパミナンダス  

東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく２（３・４）なまくらトック  東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく３（５・６）ついでにペロリ  東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく４（７・８）ながすね ふとはら がんりき 東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく５（９・10）だめといわれてひっこむな 東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく６（11・12）ヴアイノと白鳥姫 東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく７（13・14）雨のち晴 東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく８（15・16）赤鬼エティン   東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく９（17・18）ホットケーキ  東京子ども図書館 

愛蔵版おはなしのろうそく 10（19・20）まめたろう  東京子ども図書館 

子どもに語るグリムの昔話（全６巻） こぐま社 

子どもに語る日本の昔話（全３巻） こぐま社 

子どもに語るアジアの昔話（全２巻） こぐま社 

子どもに語るアラビアンナイト こぐま社 

子どもに聞かせる世界の民話／こども世界の民話 上・下 実業之日本社 

サヤエンドウじいさん（子どもに聞かせる世界の民話から８話選） 実業之日本社 

イギリスとアイルランドの昔話 福音館書店 

語 る た め の グ リ ム 童 話（全７巻） 小峰書店 

がまくんとかえるくん（ふたりはいっしょ・いつも・きょうも・ともだち） 文化出版局 

日本の昔話１～５（五巻本） 福音館書店 

上記以外の出典は、「出典」の欄に詳細記入あり。 



 

 

 おはなし   ※□あは、愛蔵版の表記 出典（愛：愛蔵版） 分 

あ 青いあかり 子どもに語るグリムの昔話 5  

 アイスクリーム（がまくんとかえるくん） ふたりはいつも  

 青い山からきたタバコ（カナダ）上：たばこ 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 青いランプ 語るためのグリム童話６  

 
赤鬼エティン（イギリス） おはなしのろうそく 15・愛８ 15 

赤鬼エティン 子どもに語るイギリスの昔話  

 
赤ずきん 語るためのグリム童話２  

赤ずきん 子どもに語るグリムの昔話 5  

 悪魔とそのおばあさん 語るためのグリム童話６  

 悪魔のすすだらけの兄弟分 語るためのグリム童話５  

 あくびがでるほどおもしろい話（創作：松岡享子）□あ 出る おはなしのろうそく５・愛３ 1.5 

 朝顔と朝ねぼう 日本の昔話３（福）  

 朝日三郎の地獄めぐり 日本の昔話４（福）  

 朝日長者と夕日長者 子どもに語る日本の昔話 1  

 足折れつばめ 子どもに語る日本の昔話 3  

 足折れつばめ 日本の昔話２（福）  

 あしたにするよ（がまくんとかえるくん） ふたりはきょうも  

 あずきとぎのお化け 読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房 ６ 

 あずきとぎの化けもん 日本の昔話３（福）  

 頭のいいコヨーテ（アメリカ） 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 頭の大きな男の話 日本の昔話４（福）  

 アディニファスの英雄 山の上の火  

 穴のぞき 日本の昔話３（福）  

 あなのはなし（創作：ミラン・マリーク） おはなしのろうそく 4・愛２ 5 

 アナンシと五（カリブ海のジャマイカ島） 
子どもに聞かせる世界の民話・（下） 

サヤエンドウじいさん 
7 

 アナンシの帽子ふりおどり（ガーナ） おはなしのろうそく 16・愛８ 10 

 
兄と妹 語るためのグリム童話１  

兄と妹 子どもに語るグリムの昔話 6  

 姉いもうと イギリスとアイルランドの昔話  

 雨のち晴（創作：ミリアム・クラーク・ポター） おはなしのろうそく 13・愛７ 15 

 あぶねえ、あぶねえ 日本の昔話１（福）  

 あぶら取り 日本の昔話２（福）  

 あめは毒 日本の昔話３（福）  

 あめふらし 語るためのグリム童話７  

 アリババと、召し使いのモルジアナに殺された四十人の盗賊（こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 アリョーヌシカとイワーヌシカ（ロシア） まほうの馬（岩波書店） 10 

 あるだんなさんとおかみさんのはなし（創作ルース・クラウス）□あ ：話 おはなしのろうそく 6・愛３ 7 

 粟福米福 子どもに語る日本の昔話 2  



 あわてもの 日本の昔話３（福）  

 あわふむな 日本の昔話４（福）  

 あわれな悪魔（スウェーデン）サヤ：あわれなあくま 
子どもに聞かせる世界の民話・（下） 

サヤエンドウじいさん 
 

 あわれな粉やの若者とねこ 子どもに語るグリムの昔話 2  

い 池の中の水の精 語るためのグリム童話７  

 一で糸屋のおまきさん（東京の手玉唄） おはなしのろうそく 20・愛 10 ― 

 五つのだんご（スリランカ） アジアの昔話 2 15 

 いうことをきかないうなぎ（イタリアの笑話） おはなしのろうそく 7・愛４  

 いうなの地蔵 日本の昔話４（福）  

 家のなかにぼくひとり 魔法使いのチョコレートケーキ  

 イグサのかさ（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 いたちの子守唄 読んであげたいおはなし（上）松谷みよ子の民話 筑摩書房  

 いさましいちびの仕立てや 子どもに語るグリムの昔話 4 28 

 命の水 語るためのグリム童話５  

 いたちの粟畑 日本の昔話４（福）  

 いっすんぼうし 同名絵本（福音館書店） 11 

 一寸法師 日本の昔話１（福）  

 糸ひき婿 日本の昔話５（福）  

 
犬とねことうろこ玉 子どもに語る日本の昔話 1  

犬と猫とうろこ玉（日本・百選／三省堂） おはなしのろうそく 15・愛８ 10 

 犬と猫と宝物 日本の昔話３（福）  

 犬の足 日本の昔話３（福）  

 妹は蛇 日本の昔話３（福）  

 
いばら姫 語るためのグリム童話３  

いばらひめ 子どもに語るグリムの昔話 6  

 いわいめでたや、おもしろや 日本の昔話４（福）  

 岩くだきと堂せおいと知恵もん 日本の昔話５（福）  

う ヴァイノと白鳥ひめ（フィンランド） おはなしのろうそく 11・愛６ 18～19 

 うぐいすの里 子どもに語る日本の昔話 1  

 ウサギとオオカミ（北米先住民の昔話／小林いづみ訳） おはなしのろうそく 29 10.5 

 うさぎとはりねずみ 子どもに語るグリムの昔話 3 10 

 うさぎとひきのもち争い 子どもに語る日本の昔話 3  

 ウサギのつの（アフリカ東海岸のラムブ族）下：うさぎ 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 うさぎの花嫁さん 語るためのグリム童話４  

 ウシ飼いと裁判官（ボスニア・ヘルツェゴビナ）下：うしかいとさいばんかん 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 牛方とやまんば（日本・松谷みよ子・やまんばのにしき／ポプラ社） おはなしのろうそく 8・愛４ 7 

 うそこき善兵衛 日本の昔話１（福）  

 うそつく槍 日本の昔話５（福）  

 歌い骸骨 子どもに語る日本の昔話 1  

 うたうされこうべ 読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房 ７ 

 うたう骨 語るためのグリム童話２  



 歌う骨（ハイチ） 魔法のオレンジの木（岩波書店） 12 

 歌うふくろ（スペイン） □あ うたうふくろ おはなしのろうそく 6・愛３ 8 

 うちの中のウシ（創作：メイベル・ワッツ） おはなしのろうそく 5・愛３ 10 

 美しいおとめ （北米先住民の昔話：松岡享子編・訳） おはなしのろうそく 28 35-6 

 美しいワシリーサとババ・ヤガー（ロシア） おはなしのろうそく 4・愛２ 30 

 腕利きの狩人 語るためのグリム童話６  

 腕利き四人兄弟 語るためのグリム童話６  

 うなぎの恩返し 日本の昔話３（福）  

 うば捨て山 子どもに語る日本の昔話 2  

 うばすて山 日本の昔話２（福）  

 産神さまの運定め 日本の昔話２（福）  

 馬方やまんば 日本の昔話５（福）  

 馬とヒキガエル 魔法のオレンジの木（岩波書店） ８ 

 馬の首（ロシアの昔話／尾家順子訳） おはなしのろうそく 29 5 

 馬の尻に札 日本の昔話５（福）  

 馬のたまご 日本の昔話３（福）  

 海行こう、川行こう 日本の昔話４（福）  

 海のはて 日本の昔話４（福）  

 海の水はなぜからい（ノルウェー） おはなしのろうそく 23 17 

 
浦島太郎 子どもに語る日本の昔話 2  

浦島太郎（日本） おはなしのろうそく 25 13 

 浦島太郎 日本の昔話１（福）  

 瓜こひめこ（日本） おはなしのろうそく 12・愛６ 9 

 うりひめ 子どもに語る日本の昔話 1  

 うり姫 日本の昔話３（福）  

 運定めの話 子どもに語る日本の昔話 3  

え 
絵姿女房（日本） おはなしのろうそく 23 12 

絵姿女房 子どもに語る日本の昔話 3  

 絵すがた女房 日本の昔話１（福）  

 枝はたぬきの足 日本の昔話３（福）  

 干支のおこり 日本の昔話１（福）  

 干支のはじまり 子どもに語る日本の昔話 3  

 絵猫とねずみ 日本の昔話４（福）  

 エパミナンダス（創作：Ｓ・Ｃ・ブライアント） おはなしのろうそく 1・愛１ 7 

 えんまさまの失敗 日本の昔話１（福）  

お 「おぜんよ、したく」と金出しろばと 「こん棒、出ろ」 子どもに語るグリムの昔話 3 34 

 

おいしいおかゆ（グリム） おはなしのろうそく 1・愛１ 5 

おいしいおかゆ 語るためのグリム童話５  

おいしいおかゆ 子どもに語るグリムの昔話 1  

 おいぼれズルタン 子どもに語るグリムの昔話 6  

 黄金の鍵 語るためのグリム童話７  



 黄金の鳥 語るためのグリム童話３  

 王さまとオンドリ（パキスタン） アジアの昔話 2 7 

 王子さまの耳は、ロバの耳（ポルトガル）下：ろばの耳 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 王子の夢（セルビア） おはなしのろうそく 17・愛９ 15.5 

 大うそつき（ベトナム） アジアの昔話 2 10 

 大男フィン・マカウル（アイルランド） イギリスとアイルランドの昔話  

 

おおかみと七ひきの子やぎ（グリム）□あ オオカミと・・子ヤギ おはなしのろうそく 18・愛９ 9 

おおかみと七ひきの子やぎ 語るためのグリム童話（小峰書店）  

おおかみと七ひきの子やぎ 子どもに語るグリムの昔話 1  

 おおかみときつね 語るためのグリム童話４  

お おおかみときつね 子どもに語るグリムの昔話 5  

 おおかみと人間 語るためのグリム童話４  

 おおかみのおくりもの 日本の昔話２（福）  

 おおかみのまつげ 日本の昔話２（福）  

 おおかみの眉毛 子どもに語る日本の昔話 1  

 大歳の火 日本の昔話５（福）  

 おおみそかの火 子どもに語る日本の昔話 3  

 おかあさんのごちそう（創作：中川季枝子）指人形やペープ おはなしのろうそく 4・愛２ ― 

 送りおおかみ 日本の昔話２（福）  

 お米の話（インドネシア） アジアの昔話 2 12 

 和尚おかわり 日本の昔話１（福）  

 和尚と小僧 子どもに語る日本の昔話 3  

 おしら神さまの田植え 日本の昔話２（福）  

 おしらさま 日本の昔話１（福）  

 おスだんなと、おスおくさん（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 「おぜんよ、したく」と金出しろばと「こん棒、出ろ」 子どもに語るグリムの昔話３  

 おだんごぱん（） 同名絵本（福音館書店） ７ 

 おちば（がまくんとかえるくん） ふたりはいつも  

 お月お星 日本の昔話２（福）  

 おつきさま ふくろうくん（文化出版局） ５ 

 お月さま狩り（アイスランド） 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 お月さまの話（創作：マリア・ニクレビチョバ） おはなしのろうそく 25 ５ 

 おっぽの釣り 子どもに語る日本の昔話 3  

 おてがみ（がまくんとかえるくん） ふたりはともだち  

 おてぶしてぶし ♪符♪（わらべうたふたつのところ） おはなしのろうそく 24 ― 

 

おどってすりきれた靴 語るためのグリム童話６  

おどっておどってぼろぼろになったくつ（グリム） おはなしのろうそく 13・愛７ 15 

おどっておどってぼろぼろになったくつ 子どもに語るグリムの昔話 1  

 おどるがいこつ 日本の昔話１（福）  

 鬼退治 日本の昔話５（福）  

 鬼のお面をかぶった娘 日本の昔話１（福）  



 鬼の小づち 日本の昔話３（福）  

 鬼の婿どの 日本の昔話１（福）  

 鬼婆の糸つむぎ 日本の昔話２（福）  

 おねがいもうしあげます 日本の昔話４（福）  

 お日さまを射そこなったもぐら 日本の昔話３（福）  

 
おばあさんとブタ（イギリス） おはなしのろうそく 7・愛４ 6 

おばあさんとブタ 子どもに語るイギリスの昔話  

 おばあさんのひっこし（創作：エドナ・ベッカー） おはなしのろうそく 16・愛８ 10 

 おばけ学校の三人の生徒（創作：松岡享子） おはなしのろうそく 28 7-8 

 おはなし（がまくんとかえるくん） ふたりはともだち ６ 

 お百姓と悪魔 語るためのグリム童話７  

 
お百姓とエンマさま（中国の漢族）下：えんまさま 

サヤ：おひゃくしょうとエンマさま 
子どもに聞かせる世界の民話・（下） 

サヤエンドウじいさん 
 

 おもちひとつでだんまりくらべ 同名絵本（ポプラ社） 10 

 重荷をわける 日本の昔話４（福）  

 おやふこうなあおがえる（朝鮮の昔話） おはなしのろうそく 24  

 
おやゆびこぞう 語るためのグリム童話２  

親指こぞう 子どもに語るグリムの昔話 6  

 おやゆびこぞうの旅修行 語るためのグリム童話３  

 おわれ化けもの 日本の昔話５（福）  

 おんちょろちょろ穴のぞき 日本の昔話５（福）  

 オンドリとネズミと小さい赤いメンドリ（イギリス） おはなしのろうそく 12・愛６ 15 

 おんば皮 子どもに語る日本の昔話 2  

か がいこつのゆびわ（スペイン）ろうそく２７：指輪と同じ話 世界のゆうれいばなし（偕成社） 9 

か 海賊の婿どの 語るためのグリム童話２  

 怪鳥グライフ 語るためのグリム童話７  

 かえるの王さま 子どもに語るグリムの昔話 2  

 かえるの王さま 語るためのグリム童話１  

 カオ兄弟の物語（ベトナム） アジアの昔話 1 9 

 
かさこじぞう（日本）岩崎きょうこ再話        宮原 同名絵本（ポプラ社） ８ 

笠地蔵 子どもに語る日本の昔話 1  

 かさどろぼう（シビル・ウェッタシンハ／作） 同名絵本（福武書店） 10 

 かしこいエルゼ 語るためのグリム童話２  

 かしこいお医者のやせぐすり（タンザニア）上：いしゃ 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 
かしこいグレーテル 語るためのグリム童話４  

かしこいグレーテル 子どもに語るグリムの昔話 2  

 
かしこいお百姓のむすめ 語るためのグリム童話５  

かしこい百姓娘 子どもに語るグリムの昔話 5  

 かしこいちびの仕立て屋 語るためのグリム童話６  

 
かしこいモリー（イギリス） おはなしのろうそく 1・愛１ 13 

かしこいモリー 子どもに語るイギリスの昔話  

か かしこすぎた大臣（インド） アジアの昔話 1 7 



 風の神と子ども（日本・百選／三省堂） おはなしのろうそく９・愛５ 5 

 風の神と子ども 子どもに語る日本の昔話 1  

 がたがた（がまくんとかえるくん） ふたりはきょうも  

 かたやきパン イギリスとアイルランドの昔話  

 
かちかち山 子どもに語る日本の昔話 3  

かちかち山（日本・新庄市） おはなしのろうそく 10・愛５ 11 

 ガチョウおくさんのおふろ おはなしのろうそく 15・愛８ 6 

 がちょうはくちょう（ロシア） おはなしのろうそく 27 11 

 

ガチョウ番の娘（グリム） □あ むすめ おはなしのろうそく３・愛２ 18 

がちょう番のむすめ 語るためのグリム童話５  

がちょう番の娘 子どもに語るグリムの昔話 1  

 カッコウとヤツガシラ りこうなおきさき  

 かにかに、こそこそ  おはなしのろうそく 17・愛９ 6.5 

 蚊の由来 キムさんの韓国民話（星の環会） 13 

 がまくんのゆめ（がまくんとかえるくん） ふたりはいっしょ  

 「がみがみシアール｣と少年 ムギと王さま  

 神こそすべてをたまわるおかた（パキスタン） アジアの昔話 1 14 

 神さまのけだものと、悪魔のけだもの 語るためのグリム童話７  

 カメのおよめさん 吸血鬼の花嫁  

 カメのこうらは、ひびだらけ（ブラジル）上：かめ 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 からす 語るためのグリム童話５  

 カラスとキツネ（イラン） アジアの昔話 1 10 

 ガラスのクジャク ムギと王さま  

 からすとたにし                   宮原 日本の昔話（講談社）  

 かれい 子どもに語るグリムの昔話 4 2.5 

 かん太さまのいびき くしゃみくしゃみ天のめぐみ  

 カンチルと巨人インドネシアのセレベス島（今のスラウェシ島） 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

き 九人のきょうだい （王さまと九人のきょうだい／岩波） 白いりゅう 黒いりゅう  

 九人の兄さんをさがしにいった女の子（フィンランド） おはなしのろうそく２４ 25 

 聞き耳ずきん 子どもに語る日本の昔話２  

 きくむすめ（日本）                 宮原 まほうをとくむすめ（ポプラ社）  

 北風に会いにいった少年（ノルウェー） おはなしのろうそく１３・愛７ 12 

 北風をたずねていった男の子（アスビョルンセン編・佐藤俊彦訳） 太陽の東 月の西（福）  

 黄太郎 青太郎（タイ） アジアの昔話 1 13 

 キツツキのくちばしはなぜ長い りこうなおきさき  

 きつねと馬 語るためのグリム童話６  

 きつねとおおかみ 子どもに語る日本の昔話２  

 キツネと男の子（小話二題） おはなしのろうそく 11  

 きつねとがちょうたち 語るためのグリム童話５  

 きつねとぶどう 同名絵本（金の星社） ７ 

 キャベツろば 語るためのグリム童話６  



 強力ハンス 語るためのグリム童話７  

 巨人たいじのジャック イギリスとアイルランドの昔話  

 巨人と仕立て屋 語るためのグリム童話７  

 金いろとさかのおんどり □あ 色・オンドリ おはなしのろうそく３・愛２ 8 

 金色の子どもたち 語るためのグリム童話５  

 金の糸のまり 子どもに語るトルコの昔話 12 

き 金の腕 おはなしのろうそく 22 3.5 

 金の腕 子どもに語るイギリスの昔話  

 
金のがちょう 語るためのグリム童話４  

金のがちょう 子どもに語るグリムの昔話 6  

 金の髪 おはなしのろうそく 19・愛 10  

 金の毛が三本ある悪魔 子どもに語るグリムの昔話 4 20 

 金のつののトナカイ（北欧最北端の地方ラプランド） 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 金の鳥 子どもに語るグリムの昔話 1  

 金の山の王さま 語るためのグリム童話５  

 きんちゃくひろったにわとり（日本） 青森の昔話（日本標準） 10 

く クジャクの舞い（中国のタイ族）上：くじゃく 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 クッキー（がまくんとかえるくん） ふたりはいっしょ  

 クナウとひばり（アイヌ） おはなしのろうそく 20・愛 10 7 

 クマが山にのぼってった（アメリカの子どものあそび歌）♪符♪ おはなしのろうそく５・愛３ ― 

 くまさんのおでかけ（中川季枝子作） おはなしのろうそく１・愛１ ― 

 
熊の皮を着た男（グリム） おはなしのろうそく７・愛４ 19 

熊の皮を着た男 子どもに語るグリムの昔話 1  

 クモとリス（ガーナ）下：くもとりす 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 グリーシ（アイルランド）   イギリスとアイルランドの昔話  

 クリスマス・イブ（がまくんとかえるくん） ふたりはいつも ４ 

 
クルミわりのケイト（イギリス） おはなしのろうそく 10・愛５ 11 

クルミわりのケイト 子どもに語るイギリスの昔話  

 黒いお姫さま 黒いお姫さま（福音館書店） 11 

 
くわずにょうぼう 同名絵本（福音館書店） ８ 

食わず女房 子どもに語る日本の昔話 3  

け 月曜、火曜、水曜日（創作：ジョーヘイズ作・小林いづみ訳） おはなしのろうそく 29 11 

 けものたちの、ないしょ話（アフガニスタン） 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 元気な仕立て屋（アイルランド） イギリスとアイルランドの昔話  

こ 
上：コアラのしっぽが、みじかいわけ（オーストラリア） 

子どもに：フクログマ（コアラ）のしっぽが、みじかいわけ 
子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 小石投げの名人タオ・カム（ラオス） アジアの昔話 2 12 

 
子犬を拾って仕合せになった爺さんの話（日本） 

□あ ひろってしあわせになったじいさん 
おはなしのろうそく 19・愛 10  

 豪傑ナザル 子どもに語るトルコの昔話 11 

 黒檀の馬                  （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 ここはてっくび（日本のわらべうたＰ２２参照） おはなしのろうそく 26 ― 

 子ギツネのライオンたいじ（スーダン）下：こぎつねのライオンたいじ 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  



 腰折れすずめ（日本） （百選／三省堂） おはなしのろうそく 16・愛８  

 こすずめのぼうけん（創作：ルース・エインワース） おはなしのろうそく 13・愛７ 7 

 ゴッタムのかしこい人たち 子どもに語るイギリスの昔話  

 子どもと馬（ユーゴスラビア） おはなしのろうそく 25 30 

 小鳥になった美しい妹（ギリシャ） おはなしのろうそく７・愛４ 13 

 こねこのチョコレート（創作：Ｂ・Ｋウィルソン） おはなしのろうそく 20・愛 10 11 

 
小話二題 三人のハンター／フランスの小話 

キツネと男の子／スウェーデンの小話 
おはなしのろうそく 11・愛６ ― 

 小判の虫ぼし                    宮原 日本のむかし話３（講談社）  

 
こびとと靴屋 語るためのグリム童話２  

こびととくつや 子どもに語るグリムの昔話 6  

 こびとの贈り物 語るためのグリム童話７  

 小百姓（こびゃくしょう） 語るためのグリム童話４  

 こぶたが一匹（指遊び：中川季枝子作） おはなしのろうそく１・愛１ ― 

 こぶたのバーナビー（創作：Ｕ・ハウリハン） おはなしのろうそく 22 12 

 こぶとり（日本） 読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 宮原 筑摩書房 ７ 

こ こぶとりじい 子どもに語る日本の昔話 1  

 五分次郎 子どもに語る日本の昔話 3  

 小山のこうさぎ（佐賀のわらべうた） おはなしのろうそく 7・愛４  

 コヨーテとセミ（北米先住民の昔話） おはなしのろうそく 23 10 

 コルベスさん 語るためのグリム童話３  

 
こわがることを習いに出かけた若者の話 語るためのグリム童話１  

こわがることをおぼえに旅に出た男の話 子どもに語るグリムの昔話 6  

 こわくなんかないやい（がまくんとかえるくん） ふたりはいっしょ  

 コンコンさま（福島のわらべうた） おはなしのろうそく 15・愛８ ― 

 こんな顔 子どもに語る日本の昔話 1  

さ さえずり、おどるひばり 語るためのグリム童話５  

 魚と指輪 子どもに語るイギリスの昔話  

 ざしき童子のはなし                  宮沢賢治童話絵本（講談社） 10 

 さとりの化けもん 子どもに語る日本の昔話 2  

 サヤエンドウいじさん（ポーランド） 
子どもに聞かせる世界の民話 
サヤエンドウじいさん 

 

 さる地蔵 子どもに語る日本の昔話 1  

 さるとかに 子どもに語る日本の昔話 2  

 さるの生き胆 子どもに語る日本の昔話 1  

 サルのきも（タイ）上：さるのきも 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 猿のひとりごと 読んであげたいおはなし（上）松谷みよ子の民話 筑摩書房 ７ 

 三人兄弟 子どもに語る日本の昔話 1  

 三人兄弟 語るためのグリム童話６  

 三人兄弟（フィリピン） 子どもに語るアジアの昔話 1 16 

 三人の糸つむぎ女 語るためのグリム童話１  

 三人の糸つむぎ女 子どもに語るグリムの昔話 3 8 

 三人の軍医 語るためのグリム童話６  



 三人の幸運児 語るためのグリム童話４  

 三人のハンター おはなしのろうそく 11・愛６  

 三人の見習い職人 語るためのグリム童話６  

 三人ばか（イギリス） おはなしのろうそく４・愛２ 12 

 三人ばか 子どもに語るイギリスの昔話  

 さんねん峠 同名絵本（岩崎書店）  

 三びきのクマの話（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 三びきの子ブタ（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話 ８ 

 三本の金髪をもった悪魔 語るためのグリム童話２  

 三枚のお札（日本）□あ まい おはなしのろうそく５・愛３ 8 

 三枚のお札 子どもに語る日本の昔話 2  

 三まいの鳥の羽 子どもに語るグリムの昔話 5  

 三枚の鳥の羽（グリム） □あ まい おはなしのろうそく 11・愛６ 10 

 三枚の鳥の羽 語るためのグリム童話４ 11 

 三羽のカラス（スイス）上：三わのからす 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

し 幸せハンス 語るためのグリム童話５  

 しあわせハンス 子どもに語るグリムの昔話 5  

 じいさとかに 子どもに語る日本の昔話 1  

 じいよじいよ（日本）読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房 ８ 

 シェヘラザード                （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト ３ 

 しおちゃんとこしょうちゃん おはなしのろうそく 27 7 

 ジーニと魔法使い（北米先住民の昔話）小冊子：（インディアンの昔話） おはなしのろうそく９・愛５ 31 

 地獄からもどった男 子どもに語る日本の昔話 1  

 十円ぶん ムギと王さま  

 地蔵浄土 子どもに語る日本の昔話 2  

 地蔵浄土 日本昔話百選  

 舌切りすずめ 子どもに語る日本の昔話 1  

 下きり雀 （日本の昔話・下澤いづみ再話） おはなしのろうそく 28 10 

 仕立てやのイトチカさんが王さまになったはなし（ポーランド）□あ 話 おはなしのろうそく６・愛３ 25 

 七羽のからす（グリム） □あ カラス おはなしのろうそく 10・愛５ 8 

 七羽のからす 語るためのグリム童話２  

 七わのからす 子どもに語るグリムの昔話 3 9 

 死神の名付け親 子どもに語るグリムの昔話 4 9 

 地主の頭は何斤か？ 子どもに語る中国の昔話 7 

 清水の観音様（栃木の手毬唄）□あ さま おはなしのろうそく 16・愛８ ― 

 ジャッカルとワニ（バングラデシュ） 子どもに語るアジアの昔話 2 11 

 ジャックとマメの木（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 ジャックの運さがし 子どもに語るイギリスの昔話  

 十二人兄弟 子どもに語るグリムの昔話 2  

 十二人の狩人（かりゅうど） 語るためのグリム童話４  

 十二人の兄弟 語るためのグリム童話１  



 十二のつきのおくりもの（スロバキア） おはなしのろうそく２・愛１ 12 

 主人と家来（アイルランド） イギリスとアイルランドの昔話  

 寿命 語るためのグリム童話７  

 しらみとのみ 子どもに語るグリムの昔話 4 4 

 白雪姫 語るためのグリム童話３  

 白雪ひめ 子どもに語るグリムの昔話 2  

 白いゾウ（インド） 子どもに語るアジアの昔話 2 12 

 白いへび 語るためのグリム童話１  

 白いマス（アイルランド） イギリスとアイルランドの昔話  

 しんせつな地主さん ムギと王さま  

 心臓がからだの中にない巨人（ノルウェー） おはなしのろうそく 22 22 

す すいえい（がまくんとかえるくん） ふたりはともだち  

 水晶の玉 語るためのグリム童話７  

 スートン王の冒険（マレーシア） 子どもに語るアジアの昔話 1 12 

 雀、雀（東京のわらべうた）□あ すずめ、すずめ おはなしのろうそく 18・愛９ ― 

 すずめとからす（バングラデシュ）□あ スズメとカラス おはなしのろうそく 20・愛 10 6 

 スズメとカラス（バングラデシュ） アジアの昔話 1 6 

 スヌークスさん一家（創作：ハーコート・ウィリアムズ） おはなしのろうそく２・愛１ 7 

 スワファムの行商人（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

せ 世界でいちばんきれいな声（創作：マージョリー・ラ・フルール） おはなしのろうそく 11・愛６ 5 

 世界でいちばんやかましい音（創作：ベンジャミン・エルキン） おはなしのろうそく 10・愛５ 14 

 世界の果ての井戸 子どもに語るイギリスの昔話  

 背中にコブのある男 子どもに語るアラビアンナイト  

 セツブーン（日本）読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房 6 

 せみになった坊（ぼん）さま（日本） おはなしのろうそく 11・愛６ 9 

 千枚皮 語るためのグリム童話４  

 千枚皮 子どもに語るグリムの昔話 5  

そ そこのかどまで（がまくんとかえるくん） ふたりはいつも  

 空飛ぶじゅうたん               （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 空のかけらを入れて焼いたパイ しずくの首飾り（福音館書店） 11 

 空の星（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 そりすべり（がまくんとかえるくん） ふたりはいつも  

た 大工と鬼六 子どもに語る日本の昔話 1  

 大工の息子（アフガニスタン） 子どもに語るアジアの昔話 1 19 

 たいこたたき 語るためのグリム童話７  

 だいこんさんにんじんさんごぼうさん         宮原 与田準一昔話  

 たいへん たいへん（中川季枝子作）指人形かペープ おはなしのろうそく 10・愛５ ― 

 タオの物語（フィリピン） 子どもに語るアジアの昔話 2 13 

 たかにさらわれた子 子どもに語る日本の昔話 1  

 たからさがし（スペイン）上：宝さがし 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 宝化け物 子どもに語る日本の昔話 3  



 たこ（がまくんとかえるくん） ふたりはきょうも  

 たこあげ大会 魔法使いのチョコレートケーキ  

 タニシ王子（マラヤ、今のマレーシア）上：たにし王子 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 たにし長者（日本） おはなしのろうそく 7・愛４ 12 

 たにし長者 子どもに語る日本の昔話 2  

 田の久 子どもに語る日本の昔話 1  

 旅学問 子どもに語る日本の昔話 2  

 旅芸人のいたずら 語るためのグリム童話１  

 旅に出る 語るためのグリム童話６  

 旅人馬 子どもに語る日本の昔話 2  

 たまごのカラの酒つくり（アイルランド） イギリスとアイルランドの昔話  

 だめといわれてひっこむな（創作：アルフ・プロイセン） おはなしのろうそく 9・愛５ 6 

 団子むこ 子どもに語る日本の昔話 3  

 だんなも、だんなも、大だんなさま（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話 5 

ち 小さいお嬢さまのバラ ムギと王さま  

 小さな赤いセーター（創作：リリアン・マックリー） おはなしのろうそく８・愛４ 9 

 小さな仕立て屋さん ムギと王さま  

 チイチイネズミとチュウチュウネズミ（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 ちいちゃい、ちいちゃい（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 力くらべ（インド） 
子どもに聞かせる世界の民話・（上） 

サヤエンドウじいさん 
 

 力もちのノミ（ルーマニア）下：力持ちののみ 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 ちっちゃなゴキブリのべっぴんさん（イラン） アジアの昔話 1 16 

 チモとかしこいおひめさま（フィンランド） おはなしのろうそく 14・愛７ 8 

 チャールズの袋（幼い子の文学／中公新社）      宮原 チャールズのおはなし（福）  

 忠実な動物たち 語るためのグリム童話６  

 忠実なヨハネス 語るためのグリム童話１  

 忠臣ヨハネス 子どもに語るグリムの昔話 3 26 

 チワンの錦（中国のチワン族） 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

つ ついでにペロリ（デンマーク） おはなしのろうそく６・愛３ 6.5 

 月の夜ざらし（日本）読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房  

 月を射る（中国） おはなしのろうそく 27 9 

 ツグミひげの王さま（グリム） おはなしのろうそく９・愛５ 17 

 つぐみひげの王さま 語るためのグリム童話３  

 つぐみひげの王さま 子どもに語るグリムの昔話 1  

 土の中のこびと 語るためのグリム童話５  

 つる女房 子どもに語る日本の昔話 1  

て ティッキ・ピッキ・ブン・ブン（ジャマイカ） おはなしのろうそく 22 9 

 ディック・ウィッティントンとネコ（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 テイザン 魔法のオレンジの木（岩波書店） 12 

 ディートマルシュのほら話 語るためのグリム童話７  

 鉄のストーブ 語るためのグリム童話６  



 鉄の人間 ブルガリアの民話  

 鉄のハンス（グリム） おはなしのろうそく 20・愛 10 28 

 鉄のハンス 語るためのグリム童話６  

 鉄のハンス 子どもに語るグリムの昔話 5  

 テーブルよ 食事のしたく、金ひりろば、こんぼうよ袋からとびだせ 語るためのグリム童話２  

 手なし娘 子どもに語るグリムの昔話 3 20 

 手なし娘 子どもに語る日本の昔話 3  

 手を切られたむすめ 語るためのグリム童話２  

 てんじくねずみ 子どもに語るグリムの昔話 6  

 天井の梁 語るためのグリム童話７  

 天とうさん金のくさり 子どもに語る日本の昔話 2  

 天人女房 子どもに語る日本の昔話 3  

 天福地福（日本） おはなしのろうそく 14・愛７ 5 

 天福地福 子どもに語る日本の昔話 3  

 てんまり歌（越後のわらべうた） おはなしのろうそく８・愛４ ― 

と トウモロコシどろぼう（メキシコ）上：とうもろこし 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 ドシュマンとドゥースト（イラン） 子どもに語るアジアの昔話 2 16 

 とまらないくしゃみ（エストニア） 子どもに聞かせる世界の民話・（上） 7 

 トム・ティット・トット（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 トラたいじ（朝鮮半島）上：とらたいじ 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 トラのはじまり（カンボジア）上：とらのはじまり 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 とりつこうか ひっつこうか 子どもに語る日本の昔話 3  

 鳥になった妹（ネパールのシェルパ族の昔話） おはなしのろうそく 21 15 

 鳥になりたかったこぐまの話（創作：アデールとカトー・ド・レェーエフ） おはなしのろうそく 23 10 

 鳥の子 魔法使いのチョコレートケーキ  

 鳥のみじい 子どもに語る日本の昔話 2  

 鳥呑爺 日本昔話百選  

 どろぼうの名人（アイルランド） イギリスとアイルランドの昔話  

な 鳴いてはねるヒバリ（グリム） おはなしのろうそく 16・愛８ 20 

 鳴いてはねるひばり 子どもに語るグリムの昔話 1  

 長い話・短い話 子どもに語る日本の昔話 3  

 長ぐつをはいたネコ（ペロー昔話） おはなしのろうそく５・愛３ 13 

 ながすね ふとはら がんりき（チェコ） おはなしのろうそく８・愛４ 25 

 なくしたボタン（がまくんとかえるくん） ふたりはともだち  

 なぞなぞ（中川季枝子作）６問あり おはなしのろうそく２・愛１ ― 

 なぞなぞ 語るためのグリム童話２  

 なぞ話 語るためのグリム童話７  

 名づけ親になった死に神 語るためのグリム童話３  

な 名づけ親どの 語るためのグリム童話３  

 夏をとってくる話（アメリカ・インディアン） 
子どもに聞かせる世界の民話 
サヤエンドウじいさん 

 

 何もこわがらない王子 語るためのグリム童話６  



 なまくらトック（ボルネオ） おはなしのろうそく３・愛２ 12 

 ならずもの（グリム） おはなしのろうそく 17・愛９ 6 

 ならずもの 子どもに語るグリムの昔話 1  

 なら梨とり 岩手県（参考：関敬吾／岩波②） おはなしのろうそく６・愛３ 6 

 なら梨とり 子どもに語る日本の昔話 3  

 なんにもないない ななしっこ 子どもに語るイギリスの昔話  

に 二ひきのよくばり子ぐま（ハンガリー） 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 ニュージーランドのクリスマス 魔法使いのチョコレートケーキ  

 女房の首（日本）読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房 6 

 人間に飼われるようになったけもの（フィンランド）下：かわれる 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

ぬ ぬか福と米福（日本） おはなしのろうそく 13・愛７ 10 

ね ネコが、ごはんおあとで顔をあらうわけ（リトアニア）上：ねこが 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 猫さん、猫さん （群馬のわらべうた）□あ ねこさん、ねこさん おはなしのろうそく 14・愛７ ― 

 ねこっ皮（イギリス） おはなしのろうそく 17・愛９ 15 

 ねこっ皮 子どもに語るイギリスの昔話  

 ねことねずみ（イギリス） おはなしのろうそく 21 3 

 ネコとネズミ 子どもに語るイギリスの昔話  

 猫とねずみのとも暮らし 語るためのグリム童話１  

 ねことねずみのともぐらし 子どもに語るグリムの昔話 2  

 ねこのくにのおきゃくさま（シビル・ウェッタシンハ／作） 同名絵本（福音館書店）  

 ねこの名前（日本） かたれやまんば第２集（藤田浩子の語り） 6 

 ネコとヒョウ（中国のジンポ－族）下：ねことひょう 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 ネコの家に行った女の子 子どもに語るイタリアの昔話 11 

 猫の嫁 日本の昔話５  

 ねずの木 語るためのグリム童話３  

 ねずみ経 子どもに語る日本の昔話 2  

 ねずみじょうど（日本：瀬田貞二）子どものとも傑作集（福） おはなしのろうそく３・愛２ 7 

 ねずみ浄土 子どもに語る日本の昔話 3  

 ねずみのすもう（日本：瀬田貞二） おはなしのろうそく 18・愛９ 6 

 ねずみのすもう 日本の昔話５ 6 

 ねずみの小判干し（日本） おはなしのろうそく 26 14 

 ねんねこ小山の白犬コ （岩手の子守唄） おはなしのろうそく 19・愛 10 ― 

の ノックグラフトンの昔話（アイルランド） イギリスとアイルランドの昔話  

 ノロウェイの黒ウシ（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

は 灰かぶり 語るためのグリム童話２  

 灰かぶり 子どもに語るグリムの昔話 4 22 

 はいのうと、ぼうしと、角笛 語るためのグリム童話３  

 ばかばかまぬけ ♪符♪（わらべうたふたつのところ） おはなしのろうそく 24 ― 

 はちの女王 子どもに語るグリムの昔話 4 7 

 葉っぱの魔法 魔法使いのチョコレートケーキ  

 果てなし話 子どもに語る日本の昔話 1  



 果てなし話 子どもに語る日本の昔話 2  

 花咲かじい 子どもに語る日本の昔話 2  

 花仙人（中国） おはなしのろうそく 21 35 

は バグダートの妖怪屋敷            （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 鼻高たいこ 子どもに語る日本の昔話 2  

 はなたれ小僧さま 子どもに語る日本の昔話 3  

 ババヤガーの白い鳥 ロシアの昔話（福音館書店） 9 

 はやくめをだせ（がまくんとかえるくん） ふたりはいっしょ  

 腹のなかの小鳥の話（アイヌ） おはなしのろうそく 24 13 

 はるがきた（がまくんとかえるくん） ふたりはともだち  

 ハンス・はりねずみぼうや 語るためのグリム童話６  

 番ネズミのヤカちゃん 番ネズミのヤカちゃん（福）  

 番ねずみのヤカちゃん♪符♪（創作：リチャード・ウィルバー） おはなしのろうそく 18・愛９ 30 

ひ 光り姫（インド） おはなしのろうそく 26 27 

 ひなどりとネコ（ミャンマー）下：ひな鳥とねこ 子どもに聞かせる世界の民話・（下） ８ 

 ひねしりあいの歌（阿波のわらべうた） おはなしのろうそく９・愛５ ― 

 ひつじ飼いの男の子 語るためのグリム童話７  

 一つ目、二つ目、三つ目 子どもに語るグリムの昔話 5  

 ひとりきり（がまくんとかえるくん） ふたりはきょうも  

 ひとり、ふたり、さんにんのこども（創作：まつおかきょうこ） おはなしのろうそく 26 4.5 

 百姓のおかみさんとトラ（パキスタン） 子どもに語るアジアの昔話 2 11 

 ひょうたんが行く（ネパール） 子どもに語るアジアの昔話 2 9 

 ヒョウとトカゲ（スリランカ） 子どもに語るアジアの昔話 2 12.5 

 ヒョウの子とカモシカの子（エチオピア）下：ひょうの子とかもしかの子 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 貧乏神 子どもに語る日本の昔話 2  

 貧乏神（日本）読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房 ８ 

 瓶につめられたおばけ 語るためのグリム童話５  

 びんぼうこびと（ウクライナ） おはなしのろうそく 26 6 

 貧乏人とお金持ち 子どもに語るグリムの昔話 2  

 貧乏人と金持ち 語るためのグリム童話５  

 フィッチャーの鳥 語るためのグリム童話３  

 フリーダーとカーターリースヒェン 語るためのグリム童話３  

ふ ふうせんふくらまそ（松岡享子案：バーナビーのあとに・・） おはなしのろうそく 22 ― 

 フォックス氏（訳：間崎ルリ子） 子どもに語るイギリスの昔話  

 
フクログマ（コアラ）のしっぽが、みじかいわけ（オーストラリア） 
上：コアラのしっぽが、みじかいわけ 

子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 ふしぎなお客（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 ふしぎな玉（韓国） 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 ブタ飼い（創作：ハンス・クリスチャン・アンデルセン） おはなしのろうそく 14・愛７ 15 

 ふたりのあさごはん（にしゆうこ作） おはなしのろうそく 16・愛８ ― 

 ふたりの兄弟 語るためのグリム童話４  

 ブドーリネク（チェコ） おはなしのろうそく１・愛１ 18 



 船乗りシンドバードの冒険          （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 ブラックさんとブラウンさん（指遊び：指の動かし方Ｐ22参照） おはなしのろうそく 25 3 

 ふるやのもり（日本：瀬田貞二）こどものとも傑作集（福） おはなしのろうそく４・愛２ 6 

 ふるやのもり（日本） 同名絵本（福音館書店） 10 

 古屋のもる 子どもに語る日本の昔話 1  

 ブレーメンの音楽隊 子どもに語るグリムの昔話 4 10 

 ブレーメンの町楽隊 語るためのグリム童話２  

 プンクマインチャ（ネパール） 同名絵本（福音館書店） 13 

 文福茶釜 子どもに語る日本の昔話 2 ４ 

へ ぺてん師と大先生 語るためのグリム童話４  

 ヘドレイのべこコ イギリスとアイルランドの昔話  

 へやの起こり 日本昔話百選  

 ヘンゼルとグレーテル 語るためのグリム童話１  

へ ヘンゼルとグレーテル 子どもに語るグリムの昔話 3 23 

ほ ぼうし（がまくんとかえるくん） ふたりはきょうも  

 ぼくそっくりの（松岡享子作）イギリスの伝承言葉遊びをもじったもの おはなしのろうそく 12・愛６ ― 

 北斗七星（トルストイ作） おはなしのろうそく 25 ４ 

 ぼくのおまじない（人形劇：中川季枝子作） おはなしのろうそく２・愛１ ― 

 星の銀貨 語るためのグリム童話７  

 星の銀貨 子どもに語るグリムの昔話 3 3 

 星のさだめ                 （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 ボタンインコ ムギと王さま  

 ホットケーキ（ノルウェー） おはなしのろうそく 18・愛９ 9 

 ボルカの冒険（創作：Ｅ・Ｍ・アルメディンゲン作／小林いづみ編・訳） おはなしのろうそく 29 25 

 ホレおばさん（グリム） おはなしのろうそく 15・愛８ 12 

 ホレおばさん 子どもに語るグリムの昔話 1  

 ホレばあさん 語るためのグリム童話２  

ま マウイのしごと（ニュージーランド） 
子どもに聞かせる世界の民話 
サヤエンドウじいさん 

 

 マカトのたから貝（タイ） 子どもに語るアジアの昔話 2 16 

 馬子と山んばばあ 子どもに語る日本の昔話 1  

 馬子どんと山んばばあ 日本昔話百選  

 まさかそげんことは（日本） ゆかいな吉四六さん（講学館） ６ 

 マッチ売りの少女（アンデルセン作） おはなしのろうそく 23 12 

 まのいいりょうし（日本） おはなしのろうそく 21 4 

 まのいいりょうし 子どもに語る日本の昔話 3  

 マハデナ・ムッタ（スリランカ） 子どもに語るアジアの昔話 1 19 

 魔法使いのチョコレートケーキ 魔法使いのチョコレートケーキ  

 魔法のビール（デンマーク） 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 魔法の笛（ブルガリア）上：魔法のふえ 子どもに聞かせる世界の民話・（上）  

 マメ子と魔物（イラン）上：マメ子と魔もの さや：マメ子とまもの 
子どもに聞かせる世界の民話・（上） 

サヤエンドウじいさん 
 

 まめじかカンチルが穴に落ちる話（インドネシア） おはなしのろうそく８・愛４ 6 



 まめたろう（イラン） おはなしのろうそく 19・愛 10  

 マリアの子 語るためのグリム童話１  

 マリアの子 子どもに語るグリムの昔話 1  

 マルーシカと十二の月（スロバキア） 子どもに聞かせる世界の民話・（下）  

 マレーン姫 語るためのグリム童話７  

 マレーンひめ 子どもに語るグリムの昔話 4 17 

み ミアッカどん（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話 ６ 

 みそ買い橋 子どもに語る日本の昔話１  

 みそさざいとくま 子どもに語るグリムの昔話 2  

 みつけ鳥 語るためのグリム童話３  

 みつけどり 子どもに語るグリムの昔話 2  

 三つのことば 語るためのグリム童話２  

 三つのねがい 子どもに語る日本の昔話 3  

 三つの願い 子どもに語るイギリスの昔話  

 みつばちの女王 語るためのグリム童話４  

 緑色の服を着た悪魔（くまっ皮） 語るためのグリム童話５  

 ミドリノハリ 魔法使いのチョコレートケーキ  

 見沼の竜（日本）                   同名絵本（幹書房）  

 見沼の竜神様（日本）                 聞きがたり  

 みるなのくら（日本） 同名絵本（福音館書店） ７ 

 みょうが宿 子どもに語る日本の昔話 2  

む 向うのお山（讃岐のわらべうた）□あ むこうのお山 おはなしのろうそく 11・愛６ ― 

 メアリーさんとブラウンさん 出典不明  

め 名人どろぼう 語るためのグリム童話７  

 牝牛のブーコラ（アイスランド） おはなしのろうそく 24  

 メリー・ゴウ・ラウンド 魔法使いのチョコレートケーキ  

 ものいう鳥                  （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 ものぐさ三人息子 語るためのグリム童話７  

も ものぐさジャック イギリスとアイルランドの昔話  

 もの知り博士 語るためのグリム童話５  

 ものしり博士 子どもに語るグリムの昔話 3 8 

 ものわかりのいいハンス 語るためのグリム童話２  

 桃太郎 子どもに語る日本の昔話 3  

 森の家（グリム） おはなしのろうそく 19・愛 10  

 森の家 語るためのグリム童話７  

 森の家 子どもに語るグリムの昔話 4 12 

 森のおばあさん 語るためのグリム童話６  

 森のなかの三人のこびと 子どもに語るグリムの昔話 5  

 森の中の三人のこびと（グリム） おはなしのろうそく 14・愛７ 16~17 

 森の花嫁（フィンランド） おはなしのろうそく２・愛１ 21 

や ヤギとライオン（トリニダード・トバゴのトリニダード島）上：やぎ 子どもに聞かせる世界の民話・（上） ６ 



 やさしいライオン 同名絵本（フレーベル館） ５ 

 やせためんどり 子どもに語るイタリアの昔話 ３ 

 やっちまったことは やっちまったこと（チェコ） おはなしのろうそく 27 15 

 山の上の火（エチオピア） 山の上の火（岩波書店）  

 やもめとガブス（インドネシア） おはなしのろうそく 12・愛６ 17 

ゆ 遊園地 魔法使いのチョコレートケーキ  

 ゆうかんな仕立て屋さん 語るためのグリム童話２  

 幽霊をさがす 魔法使いのチョコレートケーキ  

 雪女 子どもに語る日本の昔話 2  

 雪女（日本） 読んであげたいおはなし（下）松谷みよ子の民話 筑摩書房 ８ 

 雪白とばら紅 子どもに語るグリムの昔話 2  

 指輪（スペイン） おはなしのろうそく 27 4.5 

 夢見小僧 子どもに語る日本の昔話 1  

よ 陽気な兵隊 語るためのグリム童話４  

 四つの人形（ミャンマー） 子どもに語るアジアの昔話 2 13 

 よていひょう（がまくんとかえるくん） ふたりはいっしょ  

 四人のなまけもの（中国）□あ 者 おはなしのろうそく 15・愛８ 6 

 妖精のぬりぐすり（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話 8 

 嫁えらび 語るためのグリム童話７  

 ヨリンデとヨリンゲル 語るためのグリム童話４  

 ヨリンデとヨリンゲル 子どもに語るグリムの昔話 6  

ら ライオン狩り（松岡享子採録） おはなしのろうそく 17・愛９ ― 

 ラプンツェル（グリム）最後誤訳？ おはなしのろうそく５・愛３ 12 

 ラプンツェル 語るためのグリム童話１  

 ラプンツェル 子どもに語るグリムの昔話 3 12 

り りこうなお嫁さん（イギリス） イギリスとアイルランドの昔話  

 りこうなシカ（インドネシア） 子どもに語るアジアの昔話 1 11 

 漁師とおかみさんの話 子どもに語るグリムの昔話 6  

り 漁師とその妻 語るためのグリム童話１  

 漁師と魔人                  （こぐま社） 子どもに語るアラビアンナイト  

 漁師の娘 子どもに語るアジアの昔話 1 15 

る ルンペルシュティルツヒェン 語るためのグリム童話３  

 ルンペルシュティルツヘン（グリム） おはなしのろうそく 12・愛６ 11 

 ルンペルシュティルツヘン 子どもに語るグリムの昔話 1  

ろ 老犬ズルタン 語るためのグリム童話３  

 六人男、世界をのし歩く 子どもに語るグリムの昔話 2  

 六人男、世界をのして歩く 語るためのグリム童話４  

 六人の家来 語るためのグリム童話６  
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