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茨城県立図書館パスファインダー              ２０１９年３月作成 

 

 

 

 

 

 １．本で調べる    ①茨城県全般の民話・昔話が掲載されている本 

②茨城県の特定の地域・市町村の民話・昔話が掲載されている本 

③茨城県の特定の民話・昔話の本 

２．雑誌で調べる  

３．Ｗｅｂで調べる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪①茨城県全般の民話・昔話が掲載されている本≫ 

 

『茨城県の民話 イバラの城ほか 県別ふるさとの民話３６』 

（日本児童文学者協会/編，偕成社，１９８２年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/２８（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/２８（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８/２８（貸出可能） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：L３８８/２８（貸出不可） 

茨城県の民話が，「土地のいわれをかたる話」，「平将門と水戸の黄門さん」，「動物も人間のなか

まだったころの話」，「とってもゆかいなわらい話」，「ぶきみでおそろしい話」，「ふしぎなふしぎ

な話」，「名前をのこした男たち」に分かれて紹介されています。 

 

『民話のふる里』（今瀬文也/著，秀英書房，１９７７年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１６（貸出可能） 

本の場所：閉架書庫           本のラベル：L３８８/１６（貸出不可） 

茨城県内で語り継がれる伝説，昔話，ことわざ，生活の歌・わらべ歌が紹介されています。 

 

 

茨城県の民話・昔話を調べるには 

１．本で調べる 

 

 

 

 

＊関連する主な分類番号（ラベルの番号） 

    ３８８ 

＊検索するときの件名（キーワード） 

    民話・昔話・伝説 など 
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『茨城の民話 第１集 ＜新版＞日本の民話６２』（日向野徳久/編，未來社，２０１６） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１７/（２）－１（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/１７/（２）－１（貸出不可）  

『茨城の民話 第２集 ＜新版＞日本の民話７２』（日向野徳久編，未來社，２０１７） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１７/（２）－２（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/１７/（２）－２（貸出不可） 

茨城県に古くから伝わる民話が「常陸北部」，「常陸中部・東南部」，「常陸西南部」，「下総」の 4

つの地域に分かれて収録されています。また，わらべうたも掲載されています。 

 

『常陸の伝説』（藤田稔/編著，第一法規，１９７６年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１５（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/１５（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：L３８８/１５（貸出不可） 

茨城県全域の伝説が，「自然的伝説」，「社会的伝説」，「歴史的人物伝説」，「信仰的伝説」に分か

れて紹介されています。また，巻末には常陸地方の伝説に関する文献や，市町村ごとの索引など

も掲載されています。 

 

『いばらきのむかし話』（藤田稔/編著，茨城県教科書販売，１９９３年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室           本のラベル：L３８８/３４（貸出不可）  

本の場所：こどもとしょしつ          本のラベル：L３８８/１５（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ推薦図書コーナー  本のラベル：イ３８８/１５（貸出可能） 

茨城県のむかし話・伝説が，「人間と動物の話」，「武将や高僧たちの話」，「地蔵と観音の話」，「長

者の話」，「きつねの話」，「悲しい話」，「ふしぎな話」に分かれて紹介されています。 

 

『茨城ふるさとのむかし話』（藤田稔/編著，ひばり出版，１９８３年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８/４３（貸出不可）  

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：イ３８８/４３（貸出可能） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８/４３（貸出不可） 

小学校低学年の生徒でも読めるように書かれた，茨城県のむかし話の本です。 

 

『茨城県の民話と伝説 上』（藤田稔/編，有峰書店，１９７７年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室  本のラベル：L３８８/１９/１（貸出不可） 

本の場所：閉架積層書庫   本のラベル：イ３８８/１９/１（貸出可能）  

茨城県の民話・伝説が，「動物の世界から生まれた民話」，「人間と動物のかかわりから生まれた

民話」，「山・岩・石や川・湖・沼から生まれた伝説」，「野の仏が語る伝説」に分かれて紹介され

ています。 
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『茨城県の民話と伝説 下』（藤田稔/編，有峰書店，１９７８年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室  本のラベル：L３８８/１９/２（貸出不可）  

本の場所：閉架積層書庫   本のラベル：イ３８８/１９/２（貸出可能） 

茨城県の民話・伝説が，「昔話」，「笑い話」，「歴史の中で語られた伝説」，「社寺にまつわる伝説」

に分かれて紹介されています。 

 

『読みがたり茨城のむかし話』（茨城民俗学会/編，日本標準，２００４年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１２/（２）（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/１２/（２）（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８/１２/（２）（貸出可能） 

茨城県のむかし話が，「動物むかしむかし」，「ことのいわれのむかしむかし」，「とんちとわらい

のむかしむかし」，「しあわせむかしむかし」，「ふしぎなむかしむかし」に分かれて紹介されてい

ます。また，巻末には茨城のむかし話地図も掲載されています。 

 

『日本の伝説３７ 茨城の伝説』（角川書店，１９７９年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８/２３（貸出不可）  

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：イ３８８/２３（貸出可能） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８/２３（貸出不可） 

茨城県の伝説が，「水戸と周辺」，「久慈川と八溝山」，「霞ケ浦と鹿島灘」，「筑波山と鬼怒川」の

４つの地域に分かれて紹介されています。また，巻末には茨城伝説１２選も掲載されています。 

 

『茨城の史跡と伝説』（茨城新聞社/編，暁印書館，１９８６年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１３/（３）（貸出可能） 

本の場所：閉架書庫           本のラベル：L３８８/１３/（３）（貸出不可） 

茨城県の史跡にまつわる伝説が，「第１編（石岡・稲敷・岩井・笠間・鹿島・勝田・北相馬・久

慈・古河地方）」，「第２編（下館・下妻・水海道・高萩・多賀・筑波・土浦地方）」，「第３編（那

珂・那珂湊・行方・新治・西茨城・東茨城・日立・常陸太田地方），「第４編（真壁・水戸・結城・

竜ヶ崎地方）」の４編に分かれて紹介されています。 

 

『いばらき 民話のふるさと』（読売新聞社水戸支局/編著，鶴屋書店，１９８１年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/２６（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/２６（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８/２６（貸出可能） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：L３８８/２６（貸出不可） 

茨城県の各市町村に伝わる民話が１話ずつ紹介されています。また，それぞれの話の舞台となっ 

た場所の地図も掲載されています。 
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≪②茨城県の特定の地域・市町村の民話・昔話が掲載されている本≫ 

 

調べたい地域・市町村名と，件名（キーワード）を組み合わせて館内の検索機や図書館ホームペー

ジから検索すると，茨城県立図書館に該当する資料があるかどうかを調べることができます。 

 

検索例 

タイトル「水戸」＋件名「民話」で検索すると，民話に関連する資料でタイトルに「水戸」が含ま

れるものが検索結果として表示されます。以下に検索結果で表示された資料のうちの１冊をご紹介

します。 

 

『水戸の民話』（藤田稔/編著，暁印書館，１９９８年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８．２/６（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８．２/６（貸出不可）  

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８．２/６（貸出可能） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：L３８８．２/６（貸出不可） 

水戸に伝わる民話が，「自然の中から生まれた話」，「歴史上の人物にかかわる話」，「社寺や野仏

にまつわる話」，「動物にかかわる話」，「事のいわれの話」，「悲しい話」，「楽しい話」に分かれて

紹介されています。 

 

≪③茨城県の特定の民話・昔話の本≫ 

 

『女化ぎつね 茨城の民話１』（今瀬文也/監修，茨城新聞社，２００５年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１/１（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/１/１（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８/１/１（貸出可能） 

龍ヶ崎市の女化神社にまつわる民話「女化ぎつね」を絵本としてまとめた本です。 

 

『だいだらぼう 茨城の民話２』（今瀬文也/監修，茨城新聞社，２００５年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１/２（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/１/２（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８/１/２（貸出可能） 

水戸市，笠間市，城里町の境に位置する朝房山にまつわる民話「だいだらぼう」を絵本としてま

とめた本です。 
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『安寺持方おもしろばなし 茨城の民話３ 』（今瀬文也/監修，茨城新聞社，２００５年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８/１/３（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８/１/３（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８/１/３（貸出可能） 

常陸太田市の安寺・持方地区で伝えられてきた滑稽話を絵本としてまとめた本です。 

 

『河童松 牛久むかしばなし１』（武川秀男/絵，牛久市立図書館，１９９０年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８．４/２０/１（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２０/１（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：イ３８８．４/２０/１（貸出可能） 

 牛久市のふるさとづくりのイメージにそった民話「河童松」を切絵の絵本としてまとめた本です。英

訳した文章も併せて掲載されています。 

 

『河童の秘薬 牛久むかしばなし２』（武川秀男/絵，牛久市立図書館，１９９０年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８．４/２０/２（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２０/２（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：イ３８８．４/２０/２（貸出可能） 

 牛久沼の河童が伝授した薬「岩瀬万能膏」にまつわる話を切絵の絵本としてまとめた本です。英訳し

た文章も併せて掲載されています。 

 

『伝承口碑鎌倉権五郎景政 牛久むかしばなし３』（武川秀男/絵，牛久市立図書館，１９９２年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８．４/２０/３（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２０/３（貸出可能） 

 牛久市の正直，島田，赤井，桂地区にまつわり，９００年余り伝承される鎌倉権五郎景政についての

話を切絵の絵本としてまとめた本です。英訳した文章も併せて掲載されています。 

 

『東林寺に眠る栗林義長 女化きつねの孫物語 牛久むかしばなし４』 

（武川秀男/絵，牛久市立図書館，１９９３年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８．４/２０/４（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２０/４（貸出不可） 

本の場所：地下書庫      本のラベル：イ３８８．４/２０/４（貸出可能） 

 きつねの孫と伝わる「栗林義長」についての話を切絵の絵本としてまとめた本です。英訳した文章も

併せて掲載されています。 
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『酒島の霊泉 牛久むかしばなし５』（武川秀男/絵，牛久市立図書館，１９９４年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８．４/２０/５（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２０/５（貸出不可） 

 牛久市下根地区に伝わる，酒が湧き出た泉についての話を切絵の絵本としてまとめた本です。英訳し

た文章も併せて掲載されています。 

 

『小坂城と笄松物語 牛久むかしばなし６』（武川秀男/絵，牛久市立図書館，１９９６年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８．４/２０/６（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２０/６（貸出不可） 

 牛久市小坂町にあった城，小坂城の女中「きく」についての話を切絵の絵本としてまとめた本です。

英訳した文章も併せて掲載されています。 

 

『きつねのおんがえし 竜ヶ崎むかしばなし』（高野恒雄/きりえ，竜ヶ崎青年会議所，１９７９年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室  本のラベル：L３８８．４/２６（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２６（貸出不可） 

 竜ヶ崎に伝わる民話「きつねのおんがえし」を切絵の絵本としてまとめた本です。 

 

『牛になった小坊主 竜ヶ崎むかしばなし』（鈴木草牛/え，竜ヶ崎青年会議所，１９８０年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室  本のラベル：L３８８．４/２５（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．４/２５（貸出不可） 

 竜ヶ崎に伝わる民話「牛になった小坊主」を絵本としてまとめた本です。 

 

『おべん草 竜ヶ崎むかしばなし』（吉田征美/文，おべん草刊行委員会，１９８６年） 

本の場所：２Ｆ貸出用郷土資料コーナー  本のラベル：イ３８８．４/３（貸出可能） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室        本のラベル：L３８８．４/３（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ       本のラベル：イ３８８．４/３（貸出可能） 

 竜ヶ崎に伝わる民話「おべん草」を絵本としてまとめた本です。英訳した文章も併せて掲載されてい

ます。 

 

『ぱっさり千里 竜ヶ崎民話絵本』（海老原竜夫/作，ふるさと民話絵本刊行会，１９８５年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室  本のラベル：L３８８．４/１７（貸出不可） 

 竜ヶ崎に伝わる民話「ぱっさり千里」を絵本としてまとめた本です。 

 

『なまずの石 鹿島七不思議ものがたり』（関沢紀/作，新泉社，１９９４年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室   本のラベル：L３８８．３/１４（貸出不可） 

本の場所：こどもとしょしつ  本のラベル：L３８８．３/１４（貸出不可） 

本の場所：地下書庫      本のラベル：エ/セ（貸出可能） 

鹿島七不思議の１つ「要石」にまつわる話を絵本としてまとめた本です。 
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『四匹の狐の物語』（瓜連町商工会/編集，１９９４年） 

本の場所：２Ｆ郷土資料室  本のラベル：L３８８．１/３２（貸出不可） 

瓜連町（現那珂市）で語り継がれてきた昔ばなし「四匹の狐」を絵本としてまとめた本です。 

 

 

 

 

                           

『常陽藝文 ２００１年１２月１日号』（常陽藝文センター） 

雑誌の場所：２Ｆ郷土資料室 （貸出不可） 

雑誌の場所：閉架書庫    （貸出可能） 

特集「いばらきの昔ばなし」と題した１冊となっており，茨城県内に伝わる昔ばなし１１話につ

いて，話の内容と背景，意味などが紹介されています。また，昔話を語り継ぐ人々の活動なども

紹介されています。 

 

『Iちゃっと ２００９年３月１日号』（茨城新聞社） 

雑誌の場所：閉架書庫 （貸出不可） 

特集「茨城の昔話・伝説」と題した１冊となっており，茨城県内に伝わる昔話・伝説の一部が紹

介されています。 

 

 

 

                              

 

「茨城の昔話」（茨城いすゞ自動車株式会社） 

https://www.ibaraki-isuzu.co.jp/story/list/contents_type=37 

朝日新聞茨城版に掲載された「茨城の昔話」を閲覧することができます。 

 

「阿見の昔ばなし」（阿見町） 

http://www.town.ami.lg.jp/0000000742.html 

阿見町文化財研究調査会民話研究班の調査により 2000 年に刊行された『阿見の昔ばなし』を閲

覧することができます。 

３．Ｗｅｂで調べる 

 

 

２．雑誌で調べる 
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