
    

No. 資料コード 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 シリーズ 備考

1 920275716 １０分で読めるどうぶつ物語 横山  洋子∥選 学研教育出版  480 /ｼﾞ / 児童

新美南吉や椋鳩十の動物名作、動物を題
材にした韓国の民話、本当にあった話、生き
物の命輝く詩など、動物をテーマに厳選した
短編10作品を収録。イラストも豊富で飽き
ずに読めます。朝の10分間読書に最適。

2 920084753 少年少女世界の名作文学 ２２ 東洋編 １・２

名作選定委員会∥
編
魚返／善雄∥編
奥野／信太郎∥編

小学館  908 /ｼ /22 書庫

内容：三国志 羅貫中原作 土家由岐雄
文． ルバイヤート オマル・ハイヤーム原作 山
主敏子訳・文． 大勇士ルスタム物語 フェル
ドゥーセィー原作 山主敏子訳・文． 韓国短
編集 后藤有一訳・文． ジャータカ物語 近
藤健訳・文． シャクンタラー カーリダーサ原作
近藤健訳・文

3 920282571 ユーモアを楽しむ心が育つおはなし 主婦の友社∥編 主婦の友社  908 /ﾕ / 児童
頭のいい子を
育てる

「おかみさんがみつけた秘密」（韓国のむかし
ばな）収録。

4 920185246 北からやって来た女の子 ウォン／ユスン∥文 現文メディア  929 /ｳ / 児童
韓国人気童
話シリーズ

ヒムチャンの隣の席に座ったミョンオクは、北朝
鮮から逃げてきた女の子だった。新しい国で
の生活に慣れず、いじめられるミョンオク。お
互いのことが分かっていくなかで、彼女がとった
行動は…。

5 920049913 だまされたトッケビ 韓国の昔話 神谷／丹路∥編・訳 福音館書店  929 /ﾀﾞ / 児童
世界傑作童
話シリーズ

韓国にいるいたずらずきで憎めない不思議な
生きもの、トッケビ。人間が好きで、人々の暮
らしのすぐそばにあらわれるトッケビの、15の昔
話。

6 920109154 ネギをうえた人 朝鮮民話選 金／素雲∥編 岩波書店  929 /ﾈ / 児童
岩波少年文
庫

人間はどうしてネギを食べるようになったのか?
ネコとイヌがけんかするのはなぜ? おばあさんは
悪いトラをどう追い払ったか? 動物と人間が
繰り広げるのどかな世界を語る朝鮮の民話
33編。87年刊の改版に次ぐ新版。

所蔵館： 菰野町図書館 韓国の昔話 所蔵一覧
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7 920236650 りゅうぐうのくろねこ 韓国の昔話より イ／スジン∥脚本・絵 童心社  C /ﾘ / 児童

昔、ヤイという女の人がいました。木を売るの
が仕事でしたが、毎日あまり売れません。ヤイ
は、誰かの役に立つことを願い、残った木を海
辺に置いていきます。すると数日後、目の前
に魚があらわれて…。

8 920156940 よじはんよじはん ユン／ソクチュン∥ぶん 福音館書店  E /ｲ / 児童
世界傑作絵
本シリーズ/韓
国の絵本

小さな小さな女の子。となりの店に行って聞
いたの。「おじさん、おじさん、今何時。母さん
が聞いてきてって」 まだふつうの家には時計が
なかった、昔の韓国を舞台にした絵本。静か
でのんびりとした世界を、どうぞ。

9 920051752 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま
イ／ヨンギョン∥ぶん・
え

福音館書店  E /ｲ /
大型絵

本

世界傑作絵
本シリーズ/韓
国の絵本

赤てぬぐいのおくさんは、おはりがとても上手
で、ものさし、はさみ、針、、糸、ゆびぬき、の
しごて、ひのしの七つの道具をいつも部屋に
持っていました。ある日、おくさんがうたたねを
したすきに…。

10 920102043 ごまひとつぶで… 水谷／章三∥文 太平出版社  E /ｲ / 児童
絵本＝かんこ
く・ちょうせんの
みんわ

ある若者が役人になるために都へ旅にでた。
若者の手のひらにはごまが一粒だけ。そのご
まをねずみと交換し、ねずみを猫と交換して
…。日本にいちばん近いとなりの国、韓国・
朝鮮の心にふれるシリーズ。

11 920048378 おどりのすきなとら 松谷／みよ子∥作 太平出版社  E /ｲ / 児童
絵本＝かんこ
く・ちょうせんの
みんわ

むかし朝鮮のある山に、とらがいっぱい住んで
いた。その中に、おどりの好きなとらがいて、村
から笛やチャング(長だいこ)の音が聞こえてくる
と、もうじっとしていられない。ある日、とらの住
みかに一人の少年がやってきて…。

12
920241619
920224862

シルム 韓国のすもう キム／ジャンソン∥作 岩崎書店
 E /ｲ /
 E /ｲ /

児童
書庫

「シルム(韓国相撲)」は古い昔から韓国の人
びとに親しまれてきた伝統的な運動競技。村
の人々は総出で熱い戦いを見守る。手に汗
にぎる決勝戦のゆくえは? 庶民の楽しい日常
を描く。

13 920102050 ねこといぬとたからの玉 藤／かおる∥文 太平出版社  E /ｶ / 児童
絵本＝かんこ
く・ちょうせんの
みんわ

むかしむかし、ある村はずれに、じいとばあと、
猫と犬が、貧しいけれど仲良く暮らしていた。
ある日、じいが魚つりにでかけて、大きな金の
魚をつりあげて…。いちばん近いとなりの国、
韓国・朝鮮の心にふれるシリーズ。
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14 920378312 チェクポ
おばあちゃんがくれたたい
せつなつつみ

イ　チュニ∥ぶん 福音館書店  E /ｷ / 児童
世界傑作絵
本シリーズ/韓
国の絵本

オギはおばあちゃんが縫ってくれたチェクポ(風
呂敷のような布)で教科書やお弁当を包んで
学校に行きます。オギはお友達の新品のかば
んがうらやましくて…。暮らしのささやかな工夫
や手仕事の大切さに気づかされる韓国の絵
本。

15 920116761 仙女ときこり 朝鮮のむかしばなし 神谷／丹路∥文 岩崎書店  E /ｷ / 児童
のびのび・えほ
ん

羽衣をかくして仙女をお嫁さんにしたきこり
が、ある日、羽衣を出すと仙女は子どもと天
に帰ってしまいます。きこりは追っていって天で
幸せに暮らしますが、老母が心配で…。

16 920156932 しろいはうさぎ
クォン／ユンドク∥文・
絵

福音館書店  E /ｸ / 児童
世界傑作絵
本シリーズ/韓
国の絵本

クモの巣は白い。白いはうさぎ。うさぎはとぶ
よ。とぶのはカラス。カラスは黒い。黒いは岩
山。岩山は高い。高いはお空…。韓国の済
州島の人々に唄い継がれてきたわらべ唄をも
とにつくられた絵本。

17 920275153 お船がきた日 淀川ものがたり 小林　豊∥文　絵 岩波書店  E /ｺ / 書庫

天下の台所、大坂。少年たちの目の前にあ
らわれた、きらびやかな船行列。それは隣国
からの使節団、朝鮮通信使でした。江戸時
代の淀川を舞台に、興奮と熱狂の1日をのび
やかに描く。

18 920145943 こかげにごろり 韓国・朝鮮の昔話 金森／襄作∥再話 福音館書店  E /ﾁ / 児童
こどものとも世
界昔ばなしの
旅

山を越えた山里に、それはのどかな村があり
ました。百姓たちは働き者で、助け合いなが
ら仲良く暮らしていました。でも、百姓たちに
土地を貸している地主がとても欲張りで、お
米や麦などをどっさり横取りするのです…。再
刊。

19 920145935 おばけのトッケビ 韓国・朝鮮の昔話 金森／襄作∥再話 福音館書店  E /ﾁ / 児童
こどものとも世
界昔ばなしの
旅

ある村の若者はお父さんが死んで一人ぼっ
ち。田んぼも畑もないし働くところを探さね
ば。村々をまわって辺りが暗くなってきたので、
林の中のお墓で眠りこみ「おうい、じいさん、お
きろやあい」という声で目を覚ますと…。再
刊。

20 920060092 おどりトラ 韓国・朝鮮の昔話 金森／襄作∥再話 福音館書店  E /ﾁ / 児童
こどものとも世
界昔ばなしの
旅

山の奥におどりのすきなトラがいました。ところ
がある日、なかまと獲物を追っている最中に
おどりだし、逃がしてしまいました。なかまに追
い出されたトラはしだいに不思議な力をもつ
ようになり…。韓国・朝鮮の昔話。再刊。
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21 920316262 かくれんぼ 朝鮮半島のわらべうた 池  貴巳子∥文  絵 福音館書店  E /ﾁ / 児童
日本傑作絵
本シリーズ

きょうはおばあちゃんちでかくれんぼ。かいぱい
ぽ、じゃんけんぽ。おにはひゃくかぞえてね-。
朝鮮半島で歌われてきた「わらべうた」を題材
にした絵本。表題作ほか、「おいしそうだなや
あむにゃむ」「ゆきのうた」も収録。

22 920150018 檀君 朝鮮半島の建国神話 キム／セシル∥ぶん 少年写真新聞社  E /ﾁ / 児童

むかしむかし、高い空の上には桓因という神
の治める天上界があった。その息子の桓雄
は、人間たちをみちびくために地上の世界に
降り立つ。ある日桓雄のもとに、クマとトラが
訪ねてきて…。朝鮮半島の始祖神話を描い
た絵本。

23 920127834 あかいきしゃ
はじめてであうハングルの
絵本

パク／ウニョン∥絵と
文

アートン  E /ﾊ / 児童
韓国の絵本１
０選

歌を歌いながらあかい汽車がハングル文字に
のって、お星さまをはこびます。記号のようなハ
ングル文字が、かわいくて、かっこよい、奥深い
文字にかわるはずです。韓国でロングセラーの
ハングル版ABCの絵本。ハングル併記。

24 920050630 ウサギとカメ パック／セホ∥作／画 汐文社  E /ﾊ / 書庫
韓国民話絵
本

むかし、むかし、海の国に重い病気にかかった
竜の王様が住んでおりました。どんな医者に
かかっても病気は治りません。ある日、陸に住
むウサギの生き肝が病気に効くという話を聞
き、ウサギを竜宮城に連れてこさせますが…。

25 920241601 韓国のお正月 イ／サンヒ∥作 岩崎書店  E /ﾎ / 児童

おとなりの国・韓国でもお正月は大事な行
事。親戚が集まり、晴れ着を着て、ご先祖様
へのお供えを用意して。新年の行事に、子ど
もたちはワクワク。韓国のお正月の様子を紹
介します。

26 920050648 牛になった寝太郎
ホン／ソンチャン∥作
／画

汐文社  E /ﾎ / 児童
韓国民話絵
本

むかし、むかし、あるところにいつも眠っている
若者がおりました。両親が仕事に出る時も、
友達が遊びに来ても、食べては寝るばかり。
ある時牛が入れ替わらないかと言ってきたの
で、寝ていても怒られない牛になりましたが
…。

27 920048394 おばけのトッカビと朝鮮人参 水谷／章三∥作 太平出版社  E /ﾑ / 書庫
絵本＝かんこ
く・ちょうせんの
みんわ

おばけのトッカビはいじわるでいたずら好き。あ
る日、病気の父親に朝鮮人参を飲ませよう
と、少年がトッカビの住みかの崖を登ってき
た。「ここは、オイラの住みかってことを知らんの
か」 トッカビのいたずらが始まったが…。
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28 920067444 ひきがえるのおんがえし  藤／かおる∥文 太平出版社  E /ﾐ / 書庫
絵本＝かんこ
く・ちょうせんの
みんわ

むかし、むかし。母親と暮らす、きだての良い
美しいむすめの元にひきがえるがやってきた。
むすめはビッキという名前をつけて可愛いがる
が、やがてむすめがおろちの所へ人身御供に
だされる日がやってきた-。

29 920190980 ふしぎなしろねずみ 韓国のむかしばなし チャン／チョルムン∥文 岩波書店  E /ﾕ / 児童

昼寝をしているおじいさんの息づかいとともに、
鼻の穴を出たり入ったりするしろねずみ。その
しろねずみが、おじいさんのからだを抜けだし
て、雨のなかをあそびにでかけるのですが…。
韓国に伝わる昔話をもとにした絵本。

30 920050655 ノルブとフンブ
リュウ／チェスウ∥作
／画

汐文社  E /ﾘ / 書庫
韓国民話絵
本

むかし、むかし、ある村のお金もちの家にノル
ブとフンブという兄弟がおりました。二人はとて
も仲がいいので、お父さんはとても喜んでいま
したが、お父さんが亡くなり、時がたつと兄のノ
ルブはだんだん欲深くなっていきました。

31 921026498 韓国古典文学の愉しみ 上 春香伝 沈清伝 仲村／修∥編 白水社 J 929 /ｶ /1 ティーンズ

韓国古典の物語を親しみやすい現代語訳
で読む。上には、身分差別の中で貫かれる
純愛の物語「春香伝」と、貧困の中で孝を
尽くす女性の数奇な運命の物語「沈清伝」
の、凛として生きる女性が主人公の2作を収
録。

32 920084753 韓国古典文学の愉しみ 下 洪吉童伝  両班伝ほか 仲村  修∥編 白水社 J 929 /ｶ /2 ティーンズ

韓国古典の物語を親しみやすい現代語訳
で読む。下には、義賊の物語として知られる
冒険活劇「洪吉童伝」と、支配層両班の虚
実、諷刺を織り交ぜた「両班伝」など、義を
求めながら俗情に流される人間の姿を描い
た作品を収録。

33 920152683 とらとほしがき 韓国のむかしばなし
パク／ジェヒョン∥再
話・絵

光村教育図書 S2 E /ﾊ / 児童

アイゴ〜! とらが叫んで、逃げ出した。「とうとう
干し柿が、わしをとって食おうというのだな」 と
らが干し柿をこわがる、そのわけは…。古くか
ら韓国に伝わるゆかいな昔ばなしを、伝統の
民画風に描いた迫力の絵本。

34 920232956 さんねん峠 朝鮮のむかしばなし 李／錦玉∥作 岩崎書店 S3 E /ﾊﾟ / 児童
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