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●リストはタイトル順で並んでいます。（同タイトル・シリーズの本は出版年順で並んでいます。） 

●令和３年１２月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 

昔話（絵本） 

埼玉県立図書館WEB

サイトへGO！ 
展示期間：令和4年1月29日（土）～3月24日（木） 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室                     

久喜市下早見85－5 Tel：0480-21-2659 

埼玉県のマスコット 

コバトン＆さいたまっち 

 近年、漫画やアニメなどで注目が集まる「鬼」。昔から地方に伝わる民話や昔話にもたくさ
ん登場していました。今回は「鬼」の登場する絵本や物語、鬼について知ることができる本を
集めました。「鬼」とは一体何者なのでしょうか？物語の中の鬼たちは、どんな役割を担って
きたのでしょうか。 
 本の中に登場する怖い鬼、優しい鬼、ユーモラスな鬼…様々な鬼の姿をご覧ください。 

鬼がでた！ 
～鬼が登場する日本のおはなし～ 

おに 

おに とうじょう 

書名 著者名 出版者名 出版年  請求記号 

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 1965 Eｱｷ001 

いっすんぼうし 百々佑利子／ぶん，小沢良吉／え ほるぷ出版 1984 Eｲ 

いっすんぼうし 椿原菜々子／文，太田大八／絵 童話館出版 2012 Eｵｵ008 

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 2016 Eｺﾆ003 

うりこひめとあまんじゃく 堀尾青史／文，赤羽末吉／絵 ＢＬ出版 2020 Eｱｶ001 

おにの子こづな 木暮正夫／ぶん，斎藤博之／え ほるぷ出版 1986 Eｵ 

おにのここづな 
さねとうあきら／文，かたやまけん／

画 
教育画劇 2000 Eｶﾀ001 

かえるをのんだととさん 日野十成／再話，斎藤隆夫／絵 福音館書店 2008 Eｻｲ022 

こぶじいさま 松居直／再話，赤羽末吉／画 福音館書店 1980 Eｺ 

しゅてんどうじ 

曼殊院所蔵「酒呑童子絵巻」より 
木島始／構成・文 リブロポート 1993 Eｼ 

酒呑童子 舟崎克彦／文，下村良之介／絵 「京の絵本」刊行委員会 1994 Eｼ 

酒呑童子 川村たかし／文，石倉欣二／絵 ポプラ社 2003 Eｲｼ024 

にほん 
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昔話（物語） 

書名 著者名 出版者名 出版年  請求記号 

しょうとのおにたいじ 稲田和子／再話，川端健生／画 福音館書店 2010 Eｶﾜ152 

せんりのくつ 大石真／文，若菜珪／絵 ひさかたチャイルド 1981 Eｾ 

だいくとおにろく 松居直／再話，赤羽末吉／え 福音館書店 1962 Eｱｶ001 

だいくとおにろく 小川洋／文，井上洋介／絵 鈴木出版 1993 Eﾀﾞ 

だごだごころころ 石黒渼子,梶山俊夫／再話，梶山俊夫／絵 福音館書店 1993 Eﾀﾞ 

だんごだんごどこいった 大江ちさと／文，太田大八／絵  トモ企画 1991 Eﾀﾞ 

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 1994 Eｱｶ001 

ももたろう 松居直／文，赤羽末吉／画 福音館書店 1965 Eｱｶ001 

ももの子たろう 大川悦生／著，箕田源二郎／絵 ポプラ社 1967 Eﾓ 

ももたろう 舟崎克彦／文，石倉欣二／絵 講談社 1979 Eﾓ 

ももたろう 松谷みよ子／文，瀬川康男／絵 フレーベル館 2002 Eｾｶ001 

人くいおに    あんどうみさお／著，はまだきよし／え ほるぷ 1976 Eﾋ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

鬼と姫君物語 お伽草子 大岡信／著 平凡社 1979 91ｵ 

鬼と仏と人間の小さな物語 

宇治拾遺物語 
川端善明／著 平凡社 1978 91ｵ 

怖いぞ！古典怪談傑作選 １ 

鬼・鬼婆の怪談 
川村たかし／監修 教育画劇 2007 388ｺﾜ 

日本の鬼ども １（新装版） 山下清三／著 けやき書房 1990 38ﾔ 

日本の鬼ども ２（新装版） 山下清三／著 けやき書房 1990 38ﾔ 

日本の鬼ども ３（新装版） 山下清三／著 けやき書房 1990 ﾔ 

日本の鬼ども ４（新装版） 山下清三／著 けやき書房 1990 38ﾔ 

日本の鬼ども ５ 山下清三／著 けやき書房 1986 ﾔ 

松谷みよ子のむかしむかし ６ 

おばけ・かっぱ・鬼・てんぐの話 
松谷みよ子／著 講談社 1973 ﾏ 

むかしむかしの鬼物語 

世にもこわい物語 
小沢章友／文 講談社 1998 388ﾑｶ 
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民話等を元にした創作（絵本） 

民話・昔話風の創作（絵本） 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

鬼ぞろぞろ 舟崎克彦／文，赤羽末吉／絵 偕成社 1978 Eｵ 

鬼のうで 赤羽末吉／著 偕成社 1976 Eｵ 

鬼のかいぎ 新・今昔物語絵本 
立松和平／文，よしながこうた

く／絵 
新樹社 2011 Eﾖｼ135 

鬼の首引き 岩城範枝／文，井上洋介／絵 福音館書店 2006 Eｲﾉ010 

おにのめん 川端誠／作 クレヨンハウス 2001 Eｶﾜ016 

きえた権大納言 今昔物語絵本 ほりかわりまこ／作 偕成社 2010 Eﾎﾘ006 

じごくにいったかんねどん 常光徹／文，かつらこ／絵 童心社 2017 Eｶﾂ013 

じごくのそうべえ 田島征彦／作 童心社 1978 Eﾀｼ001 

舎利 韋駄天と足疾鬼 片山清司／文，小田切恵子／絵 ＢＬ出版 2008 Eｵﾀ016 

なまはげ正月 
さねとうあきら／文，いしくら

きんじ／絵  
国土社 1982 Eﾅ 

はらぺこゆうれい せなけいこ／さく・え 童心社 2017 Eｾﾅ001 

やさいのおにたいじ つるたようこ／さく 福音館書店 2020 Eﾂﾙ011 

矢村のヤ助 かこさとし／著 加古総合研究所 2014 Eｶｺ001 

らしょうもんのおに 馬場のぼる／作・絵 こぐま社 1994 Eﾗ 

童のおつかい 今昔物語絵本 ほりかわりまこ／作 偕成社 2015 Eﾎﾘ006 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

赤いソテツの実 儀間比呂志／作・絵 岩崎書店 1975 Eｱ 

鬼 今江祥智／文，瀬川康男／絵 あかね書房 1984 Eｵ 

鬼おどり 谷真介／さく，赤坂三好／え ＰＨＰ研究所 1983 Eｵ 

鬼がくれ山のソバの花 
こぐれまさお／文，いしくらきんじ／

絵 
国土社 1979 Eｵ 

鬼ガ山 毛利まさみち／作・絵 絵本塾出版 2011 Eﾓｳ002 

鬼がら たかしよいち／作，斎藤博之／絵  岩崎書店 1975 Eｵ 
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創作（絵本） 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

おにころ 野村たかあき／作・画 上毛新聞社事業局出版部 2015 Eﾉﾑ010 

鬼と三人きょうだい 
たかしよいち／ぶん，さいとう

ひろゆき／え 
国土社 1980 Eｵ 

おにのいしだん 梶山俊夫／文と絵 コーキ出版 1982 Eｵ 

鬼の子ダボラ 高橋忠治／作，村上勉／絵 佼成出版社 1992 Eｵ 

鬼まつり 峠兵太／作，高田勲／絵 佼成出版社 1990 Eｵ 

おんみょうじ鬼のおっぺけぽー 夢枕獏／作，大島妙子／絵 講談社 2015 ｵｵ044 

かみなりむすめ 斎藤隆介／作，滝平二郎／絵 岩崎書店 1988 Eｶ 

九ひきの小おに 
たにしんすけ／ぶん，あかさか

みよし／え 
ポプラ社 1970 Eｷ 

くにさきの鬼どん 宮ゆり子／作，斎藤博之／絵 岩崎書店 1982 Eｸ 

ソメコとオニ 斎藤隆介／作，滝平二郎／絵 岩崎書店 1987 Eﾀｷ003 

たいこのすきな赤鬼 松谷みよ子／作，石倉欣二／絵 にっけん教育出版社 2005 Eｲｼ024 

鉄の子カナヒル 儀間比呂志／作 岩波書店 1975 Eﾃ 

ないたあかおに 
はまだひろすけ／ぶん，いけだ

たつお／え 
偕成社 1981 Eﾅ 

泣いた赤おに 浜田広介／作，梶山俊夫／絵 偕成社 1993 Eﾅ 

ふき 斎藤隆介／作，滝平二郎／絵 岩崎書店 1998 Eﾀｷ003 

へそもち 渡辺茂男／さく，赤羽末吉／え 福音館書店 1980 Eﾍ 

ももの里 毛利まさみち／文・絵 汐文社 1994 Eﾓ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

あっぷっぷのぷ～ あいはらひろゆき／さく，すずきまみ／え サニーサイド 2021 Eｽｽ149 

えんまのはいしゃ くすのきしげのり／作，二見正直／絵 偕成社 2011 Eﾌﾀ006 

オニのサラリーマン 富安陽子／文，大島妙子／絵 福音館書店 2015 Eｵｵ044 

オニのサラリーマン 

しゅっちょうはつらいよ  
富安陽子／文，大島妙子／絵 福音館書店 2017 Eｵｵ044 

オニのサラリーマン 

じごくの盆やすみ 
富安陽子／文，大島妙子／絵 福音館書店 2019 Eｵｵ044 

オニのサラリーマン 

じごく・ごくらく運動会 
富安陽子／文，大島妙子／絵 福音館書店 2021 Eｵｵ044 
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創作（物語） 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

おふくさん 服部美法／ぶん・え 大日本図書 2015 Eﾊﾂ012 

おふくさんのおふくわけ 服部美法／ぶん・え 大日本図書 2017 Eﾊﾂ012 

おふくさんのてるてるぼうず 服部美法／ぶん・え 大日本図書 2021 Eﾊﾂ012 

おんぶおばけ 
松谷みよ子／ぶん，ひらやまえいぞう／

え 
童心社 1990 Eﾋﾗ006 

ケンカオニ 富安陽子／文，西巻茅子／絵 福音館書店 2014 Eﾆｼ003 

せんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 1982 ｻﾄ008 

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 1968 Eﾀﾞ 

ちびっこちびおに あまんきみこ／ぶん，わかやまけん／え 偕成社 1980 Eﾁ 

ドオン！ 長新太／絵 福音館書店 1995 ﾁﾖ001 

へそとり ごろべえ 赤羽末吉／詩と画 童心社 2017 Eｱｶ001 

まゆとおに 富安陽子／文，降矢なな／絵 福音館書店 2004 ﾌﾘ001 

もういいかい 岡野薫子／作，太田大八／画  復刊ドットコム 2019 Eｵｵ008 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

アチチの小鬼 岡田淳／作 偕成社 2018 913.6ｵｶ009 

鬼 妖怪伝 巻の３ たかしよいち／作 ポプラ社 2007 913.6ﾀｶ006 

鬼遊び 廣嶋玲子／作 小峰書店 2019 913.6ﾋﾛ044 

鬼剣舞 藤井逸郎／著 かど創房 1986 91ｵ 

オニタロウ こさかまさみ／文 福音館書店 2021 913.6ｺｻ004 

鬼の橋 伊藤遊／作 福音館書店 1998 913.6ｲﾄ015 

鬼ばばの島 今井恭子／文 小学館 2021 913.6ｲﾏ028 

オバケだって、カゼをひく！ 富安陽子／作 ポプラ社 2006 913.6ﾄﾐ003 

かくれ山の冒険 富安陽子／著 ＰＨＰ研究所 2000 913.6ﾄﾐ003 

きつねの橋 巻の２ うたう鬼 久保田香里／作 偕成社 2021 913.6ｸﾎ026 

さいごの海賊と妖怪牛鬼 野田道子／作 文研出版 2018 913.6ﾉﾀ003 

すみ鬼にげた 岩城範枝／作 福音館書店 2009 913.6ｲﾜ099 

ちびおにビッキ 砂山恵美子／作・絵 こぐま社 2017 913.6ｽﾅ005 

メメント・モーリ おのりえん／作 理論社 2001 913.6ｵﾉ011 

ゆうきのおにたいじ 征矢清／さく 福音館書店 1997 913.6ｿﾔ001 
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節分 

鬼を調べる 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

いなくなった小おに 
しみずみちを／作，鈴木義

治／絵 
岩崎書店 1979 Eｲ 

おにたのぼうし  
あまんきみこ／ぶん，いわ

さきちひろ／え 
ポプラ社 1982 Eｵ 

鬼といりまめ 谷真介／文，赤坂三好／絵 佼成出版社 1991 Eｵ 

鬼の市 鳥野美知子／作 岩崎書店 2007 913.6ﾄﾘ008 

おにのおめん 
神沢利子／作，狩野富貴

子／絵 
教育画劇 1993 Eｵ 

おにのはなし 西本鶏介／文，村上豊／絵  チャイルド本社 1994 Eﾑﾗ017 

鬼まつりの夜 富安陽子／作 講談社 2013 913.6ﾄﾐ003 

おにはうち！ 
中川ひろたか／文，村上康

成／絵 
童心社 2000 Eﾑﾗ009 

学習に役立つわたしたちの年中行事 ２月 芳賀日出男／著 クレオ 2006 386ｶｸ 

かこさとしこどもの行事しぜんと生活  

２月のまき 
かこさとし／文・絵 小峰書店 2012 386ｶｺ 

せつぶんだまめまきだ 
桜井信夫／作，赤坂三好／

絵 
教育画劇 2000 Eｱｶ012 

２月のえほん 長谷川康男／監修 ＰＨＰ研究所 2010 386ﾆｶ 

年中行事コツのコツ ２ 冬から春のしきたり   リブリオ出版 2007 386ﾈﾝ 

ふくはうちおにもうち 
内田麟太郎／作，山本孝／

絵 
岩崎書店 2004 Eﾔﾏ200 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

おに 西本鶏介／文，村上幸一／絵 佼成出版社 1996 Eｵ 

鬼学 松岡義和／著 今人舎 2008 388ｵﾆ 

鬼が出た 大西広／文 福音館書店 1989 38ｵ 

オニの生活図鑑 ヒサクニヒコ／文・絵 国土社 1991 38ｵ 

鬼の伝説 邦光史郎／著  集英社 1996 J388.1ｵ 

鬼むかし 昔話の世界 五来重／著 角川書店 1991 J388.1ｵ 

桃太郎は盗人なのか？ 倉持よつば／著 新日本出版社 2019 388ﾓﾓ 

妖怪がやってくる 佐々木高弘／著 岩波書店 2021 387ﾖｳ 

妖怪図鑑 常光徹／文，飯野和好／絵 童心社 1994 Eﾖ 


