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地域 タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

伊根町 京都府伊根町の民話 : 泉とく子・藤原国蔵の語り 立石憲利編著 伊根町 2013 K423||388.162||Ta94||

京都の伝説：丹後を歩く 福田晃, 真下厚著 淡交社 1994 K0||388.162||Ｆ74||

狐狸ものがたり 船田企画 1985 K4||388.162||H94||

吉津の穴地蔵 : 京都府・丹後やさかの昔話 芦田行雄文,  辰己雅章絵 あまのはしだて出版 1990 K443||388.162||A92||

丹後のきゃあ餅 : ゆるごひきばなし１～５ 北城喜八著 あまのはしだて出版 1993 K4||388.162||H81||

小町ものがたり 絵本サークル・柱時計制作 大宮町 2001 K432||388.16||E35||

おおみやの民話 大宮町文化財保護審議会監修 大宮町教育委員会 1991 K432||388.162||O62||

イトさんの昔ばなし 亀井イト [述], 細見正三郎採話 [細見正三郎] 1983 K411||388.162||Ka34||

みやづの昔話 岡節三編集 宮津市教育委員会 1990 K42-1||388.162||O36||

天橋立むかし話
文殊地区民話等記録委員会企画,
栗田美也子絵

文殊地区民話等記録委員会 2014 K42-1||388.162||Mo33||

まいづる加佐ふるさとのお話 飯田和子著, 田中實絵 [飯田和子] 2010 K41-1||388.162||Ｉ26||

舞鶴の民話第１～５集 足立正著 舞鶴文芸 1991 K41-1||388.162||A16||

旧何鹿郡
(現福知山市、綾部市)

何鹿の伝承 加藤宗一編 郷土書房 1954 K36||388.162||Ka86||

あやべ昔話抄
綾部市秘書広報課編集,
鮭の子文庫監修

綾部市 1988 K36-1||388.162||A98||

綾部の伝説・民話
綾部市公民館連絡協議会
民話集作成事業実行委員会編

綾部市 2012 K36-1||388.162||A98||

福知山市 福知山の民話と昔ばなし集
福知山人材銀行民話昔語郷土史語り
部編,根本惟明監修, 芦田金次郎監修

民話昔語郷土史研究会 2004 K35-1||388.162||Ｆ74||

京都の伝説：丹波を歩く 福田晃著, 小林幸夫著 淡交社 1994 K0||388.162||Ｆ74||

丹波和知の昔話 : 京都府船井郡和知町 稲田浩二編 京都女子大学説話文学研究会 1971 K346||388.162||I51||

南丹市 ひよし昔ばなし 谷口哲著 日吉町 1986 K344||388.162||Ta87||

鞍馬街道伝説集Ⅰ・Ⅱ 鞍馬街道伝説会 2016 K12||388.162||Ku53||

松ヶ崎のはなしとことば 斎藤喜久雄文, 石川欣一絵 斎藤喜久雄 1997 K12S||388.162||Sa25||

京都の昔ばなし　上 下 島本芳伸画 フジタ 1984 K0S||388.162||Kｙ6||

京都の寺 寺の昔話し　その1、その2
藤田浩樹, 大植増隆編集,
島本芳伸画

フジタ 1984 K1||388.162||Kｙ6||

長岡京市 西山三山と長岡京の民話 : 紙芝居絵本 石神誠文, 林浩子絵 [石神誠] [2011] K242||388.162||I73||

城陽市 城陽の民話と暮らし 城陽市教育委員会 1993 K261||388.162||Ｊ85||

京田辺市 田辺の昔ばなし 古川章編 田辺町老人クラブ連合会 1975 K272||388.162||Ta83||

木津川市 加茂のむかしばなし
加茂町50周年実行委員会
<文化創造実施委員会> [編]

加茂町50周年実行委員会
(加茂町企画調整課)

2001 K282||388.162||Ka41||

山城地域 宇治・山城の民話 １　２ 宇治民話の会著 文理閣 1993 K25-1||388.162||U57||

南山城村 京都の伝説：乙訓・南山城を歩く 福田晃, 松本孝三著 淡交社 1994 K0||388.162||Ｆ74||

京都 同朋舎 1977 K0||388.1||N71||

読みがたり京都のむかし話 京都のむかし話研究会編 日本標準 2005 K0||388.162||Kｙ6||

京都の民話 二反長半編 未來社 2016 K0||388.162||N88||

■京都府中部のお話

■京都府いろいろ

「子ども読書本のしおりコンテスト」巡回展示タイアップ企画

「京都に伝わるお話」資料リスト

舞鶴市

綾部市

京丹波町

■京都府北部のお話

京都市

■京都府南部のお話

宮津市

京丹後市

携帯電話会社のCMでもお馴染みの「浦島太郎」「かぐや姫」たちは、実は京都府

にまつわるお話です。有名なお話から知る人ぞ知るお話まで、幅広く資料を集め

ました。この機会に京都に伝わるお話を味わってみませんか？



キーワード タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

北部 絵本京都のむかしばなし1・2
京都の昔話刊行会編, 三田村宗二,
小西恒光絵

京都新聞社 1985 K0||388.162||E35||1-2

京丹後市 さんねもと天女 : 京都丹後みねやまの伝説
峰山町羽衣絵本制作委員会文・監修,
栗田美也子絵

峰山町 1991 K431||388.16||MI44||

宮津・与謝ふるさと絵巻
[宮津青年会議所]まちづくり委員会文・
編集, 栗田美也子絵・装丁

宮津青年会議所 2009 K42||388.162||Mi89||

天の掛け橋　※紙芝居 伊藤文則脚本・画 宮津市立図書館 1996 K42-1||388.162||I89||

亀岡市 身がわり観音 品川京一再話・絵 文芸社 2009 K32-1||388.162||Sｈ58||

南丹市 かねつき山の大蛇 : そのべ昔話 [津村陽子絵], [大坪洋子文] 園部町文化協会 1985 K341||388.162||Ts74||

宇治田原町 こんなはなしあってんな：宇治田原町の民話絵本 清水貴美子文・絵 宇治田原町 2011 K274||388.162||Sｈ49||

昔ばなし : 京都編 勝部恵子編, 駒原みのりさし絵 表現社 1983 K1S||388.16||Ka87||

帰ってきた観音さん　※紙芝居
なかやまふじあき文・画,
やましなを語りつぐ会制作

やましなを語りつぐ会 2015 K142||388.16||Y44||6

久御山町 久世のむかしばなし 久世の昔話再版の会編集 久世社会福祉協議会 1996 K152E||388.16||Ku99||

宇治市 宇治むかし語り 北川喜美子研究室編 北川喜美子 2007 K25-1||388.162||Ki63||

山城地域 山城むかし語り 北川喜美子研究室編 北川喜美子 2008 K2||388.162||Ki63||

京都むかし語り 北川喜美子編 北川喜美子 2009 K0||388.162||Ki63||

錦絵　京都のむかし話 浅井収編著 蝸牛社 1981 K0||388.162||A83||

ものくさ太郎 ものくさ太郎 林潤一絵, 岡田淳文 「京の絵本」刊行委員会 1994 K0||726.6||H48||

安寿と厨子王 安寿と厨子王 堀泰明絵, 森忠明文 「京の絵本」刊行委員会 1994 K0||726.6||H87||　

牛若丸 牛若丸 箱崎睦昌絵, 牧村則村文 「京の絵本」刊行委員会 1994 K0||726.6||H18||

浦島太郎 とこよのくにのうらしまさん
伊根町立本庄小学校の子どもたち,
たじまゆきひこ作

くもん出版 2012 K423||726.6||I54||

かぐや姫 竹取物語 入江酉一郎絵, 太田治子文 「京の絵本」刊行委員会 1994 K0||726.6||I64||　

一寸法師 一寸法師 三輪良平絵, 斉藤洋文 「京の絵本」刊行委員会 1994 K0||726.6||Mi68||　

一休 一休 大野俊明絵, 高田桂子文 「京の絵本」刊行委員会 1994 K0||726.6||O67||　

酒呑童子 下村良之介絵, 舟崎克彦文 「京の絵本」刊行委員会 1994 K0||726.6||Sh53||

やさいのおにたいじ つるたようこさく 福音館書店 2016 K1||726.6||Ts87||

大江山千丈ケ嶽酒呑童子由来 3巻 桝屋卯右エ門
京の記憶アーカイブ
をご覧ください。

小野小町ほか 御伽文庫23篇 17--
京の記憶アーカイブ
をご覧ください。

『御伽文庫23篇』より一寸法師

京都府立京都学・歴彩館　〒606-0823京都市左京区下鴨半木町1-29　℡:075-723-4833　web:http://www.pref.kyoto.jp/rekiasikan/

宮津市

京都市
（一部市外含む）

　　　　　　　　　『御伽文庫23篇』より浦島太郎

■こちらの絵本も京都が舞台！

府内いろいろ

酒呑童子

■絵本や紙芝居もあります！

他のお話も歴彩館で知る

ことができるよ！

ぜひ探してみてくださいね


