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① 昔話・伝承についての研究書を調べる
※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。
※請求記号Ｒのものは所蔵館内でご覧ください。

『日本昔話事典』

稲田浩二／ほか編集

弘文堂

1994 年 [G388.1/ﾆ]

三省堂

2010年

[G388.1/ﾆ]

1978～80 年

[G388.1/ｾ]

『日本昔話ハンドブック』
稲田浩二･稲田和子／編

文字に書き記されることなく、人々の口から口へと語り継がれ
てきた文学を口承文学といいます。昔話はその中の一つです。
日本や埼玉、所沢の昔話・伝承にはどのようなものがあるでし
ょうか。さまざまな調べ方をご案内します。

『日本昔話大成』全 12 巻(11 巻欠)
関敬吾／著

角川書店

『関敬吾著作集』全 9 巻
関敬吾／著

同朋舎

1980～82 年

[380.8/ｾ]

『日本昔話の型』
關敬吾／著

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今回のキーワード･･･ 伝説、民話、昔話、説話、慣習、風俗、
民俗、口承文学
☆“請求記号”
（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探す
ことができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考

小澤俊夫/補訂

ください。また、複写サービスがご利用いただけます。（1 枚
10 円）

小澤俊夫／著 小澤昔ばなし研究所

382 （風俗史．民俗誌．民族誌）、388 （伝説．民話)
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧いた
だけます。契約データベース以外のプリントサービスはご利用で
きません。

[G388.1/ｾ]

2009 年

[G388/ｵ]

『遠野物語辞典』
石井正己／監修

青木俊明／ほか編

岩田書院

2003 年

[R382.122/ﾄ]

『日本の神話･伝説を歩く』
吉元昭治／著 勉誠出版

2014 年

[388.1/ﾖ]

2016 年

[388.1/ｲ]

『日本の昔話百科』
石井正己／著

河出書房新社

『グリム童話と日本昔話』
高木昌史／著

三弥井書店

2015 年

[388/ﾀ]

② 日本の昔話・伝承を探す
＜事典類で調べる＞
※所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます｡（1 枚 10 円）
書

・今回の請求記号・・・380（風俗習慣．民俗学．民族学）、

2013 年

『昔話とは何か』

図書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。
貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談

小澤昔ばなし研究所

名

著 者 名
出 版 社
出版年 請求記号
日外
2003
日外アソシエーツ
R388.031/ﾐ
民話･昔話集内容総覧
アソシエーツ
2012
角川書店
1986 R388.1/ﾆ
日本伝奇伝説大事典 乾克己/ほか編
2013 R388.1/ﾆ
日本怪異妖怪大事典 小松和彦/監修 東京堂出版

＜貸出できる図書で調べる＞

④ 所沢の昔話・伝承をさがす

『ガイドブック日本の民話』
日本民話の会／編

講談社

1991 年

[388.1/ｶﾞ]

『日本の民話 300』
池原昭治/著

木馬書館

1993 年

[388.1/ｲ]

『日本昔話百選』
稲田浩二／編

稲田和子／編 三省堂

2003 年

[G388.1/ﾆ]

『現代民話考』全 12 巻
松谷みよ子／著

筑摩書房

2003～2004 年 [B388.1/ﾏ]

『日本昔話通観』全 29 巻・研究篇 2 巻（9 巻欠）
稲田浩二ほか／責任編集

同朋舎出版

1977～1998 年 [388.1/ﾆ]

『日本の伝説』全 9 巻

『所沢市史 民俗』
所沢市史編さん委員会／編

所沢市

1989 年

[213.4/ﾄ]

『ところざわふるさと散歩』
所沢市民俗研究会／編

所沢市立中央公民館 1973 年 [388.134/ﾄ]
『郷土あづま』
下田佐重／著 興文社 1977 年 [K222/ｼ]
所沢市の吾妻地域の伝説を５話収録。

『奥武蔵の河童』
奥武蔵河童の里づくり委員会／編

奥武蔵河童の里づくり委員会 2000 年
[388.2/ｵ]

柳瀬川の河童伝説を収録。

⑤データベースで調べる

藤沢衛彦／著 河出書房新社

2018～2019 年

[388.1/ﾌ]

『日本「神話・伝説」総覧』
宮田登／ほか著

新人物往来社 1993 年 [388.1/ﾆ]
『47 都道府県・妖怪伝承百科』
小松和彦／監修
常光徹／監修
香川雅信／編 飯倉義之／編 丸善出版 2017 年 [388.1/ﾖ]

『47 都道府県・民話百科』
花部英雄／編

小堀光夫／編 丸善出版 2019 年

[388.1/ﾖ]

③ 埼玉の昔話・伝承をさがす
『埼玉県伝説集成』上・中・下・別巻
韮塚一三郎／編著

北辰図書出版

1974～1977 年

[388.134/ﾆ]

『ふるさと埼玉県の民話と伝説』
韮塚一三郎／著

千秋社

1982 年

[388.134/ﾆ]

『埼玉の民話』
根津富夫／編 未來社 2016 年 [388.134/ｻ]
奥武蔵、秩父、北足立、入間・比企、大里・児玉、北埼・埼葛の地方別に
収録。わらべ唄も掲載。所沢の民話「ほうおうとえび」も収録されている。
『語り書き・埼玉のむかしばなし』 [第 1 集]・第 2 集
小沢重雄／ぶん さきたま出版会 1988 年・1994 年 [388.134/ｵ]
所沢の昔話「ねずみとにわとりとねこといたち」
「腰折れ雀」
「ほうおうと
えび」「おろかむこの話」
「たにしとたぬき」が収録されている。
『絵で語る埼玉の民話』 埼玉県立歴史と民俗の博物館／編
埼玉県立歴史と民俗の博物館 2013 年 ［09］

2021 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベースで
す。昔話に関するニュースや最新の情報が得られます。

★朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」（1879 年～／本館・分館で利用可）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑥インターネットで調べる
日本昔話資料：稲田浩二コレクションデータベース
(国立民族学博物館)
日本各地に語り手を訪ね、現地で収録した昔話のコレクションのデータ
ベース。
http://htq.minpaku.ac.jp/databases/inada/

東アジア民話データベース
日本・韓国・中国の民話をデータベース化し、約 65,000 の日本の民話を
音声で聞き比べができる。
http://minwadata.fm.senshu-u.ac.jp/EastAsiaMinwaDB/about/index.html

国際日本文化研究センター
怪異・妖怪画像データベース及び怪異妖怪伝承データベースあり。怪異・
妖怪や異界に関連する約 4200 件の絵画資料や民俗学の調査などをとおして
報告された怪異・妖怪の約 35000 件の事例および書誌情報を公開。
http://www.nichibun.ac.jp/

