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国立国会図書館 国際子ども図書館
児童書研究資料室小展示
2017.1.5～2017.4.23

No. タイトル 著者等 出版者 出版年
請求記号

※()内は資料室の
ローカル請求記号

 神話・伝説・昔話について知る ― 図鑑

『世界の神話文化図鑑』

セルジウス・ゴロウィン, ミ
ルチャ・エリアーデ, ジョゼ
フ・キャンベル 著 ; 上田浩
二, 渡辺真理 訳

東洋書林 2007
G189-H49
（YZ-164-ゴロ）

『世界神話大図鑑 : 神話・伝説・ファンタ
ジー』

アリス・ミルズ 監修 ; 荒木
正純 翻訳監修

東洋書林 2009
HK2-J1
（YZ-164-ミル）

『世界の神話伝説図鑑』
フィリップ・ウィルキンソン 
編 ; 井辻朱美 日本版監修 ; 
大山晶 訳

原書房 2013
HK71-L5
（YZ-164-ウイ）

 神話・伝説・昔話について知る ― 事典・辞書等

『神の文化史事典』
松村一男, 平藤喜久子, 山田
仁史 編

白水社 2013
HK2-L2
(YZ-164-マツ)

神話・伝説・昔話を調べるには

今回は、昨年12月に内容を更新した調べ方案内　「外国の神話・伝説・昔話（国際子ども図書館で調べる）」を元に、
　既にリサーチ・ナビで公開されている「昔話（日本）」の内容も加え、調査に役立つ本をご紹介します。

　神話・伝説・昔話とは…
　　「神話」は、天地の創造、生命や人類、民族の起源などを説明する話や、神々の活躍する話の総称です。

　　「伝説」は、民間において口承で伝えられてきた散文形式の物語で、しばしば具体的な事跡や人物と結びついています。
　　伝説では、奇跡的なこと、超自然的なものとの出会いそのものをおもな話題としていて、

ものや習俗の由来を説明することも多々あります。
　　「昔話」もまた、民間において口承で伝えられてきた物語ですが、「昔々あるところに(Once upon a time)」という

出だし等にみられるように、時代や場所などが特定されていない点が伝説と異なります。

世界中の神話を「自然と人間の創造主」や「魔術・芸術・文化の仲介者」等の独自のテーマで分類し、約700点の図版を用いて解説して
います。巻末には参考文献や索引もあります。

1

世界の神話とその神々について、1500点以上のカラー図版を用いて、時代・地域別に解説しています。
巻末には参考文献や索引もあります。

2

世界中の神話について120項目を取り上げ、約1500点の図版を用いて地域別に解説しています。
巻末には索引もあります。

3

4
神話・伝説・昔話に登場する神々、精霊、怪物、動物、人物等の約900項目について解説しています。
巻末には能力や属性、話型等のキーワードによる索引のほか、神話の出典の一覧が地域別に記載されています。
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No. タイトル 著者等 出版者 出版年
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※()内は資料室の
ローカル請求記号

『世界の神々の事典 : 神・精霊・英雄の神話と
伝説』

松村一男 監修 学習研究社 2004
Y94-H7720
（YZ-164-マツ）

『世界の神話 : 主題別事典』
マイケル・ジョーダン 著 ; 
松浦俊輔 他訳

青土社 1996
HK2-G5
（YZ-164-ジヨ）

『世界神話事典』
大林太良, 伊藤清司, 吉田敦
彦, 松村一男 編

角川書店 2005
HK2-H13
（YZ-164-オオ）

『神話・伝承事典 : 失われた女神たちの復権』
バーバラ・ウォーカー 著 ; 
山下主一郎 [ほか]共訳

大修館書店 1988
HK2-E3
（YZ-164-ウオ）

『決定版世界の民話事典 : 読んで面白いひいて
わかり易い』

日本民話の会 編 講談社 2002
KE178-H4
（YZ-388-ケツ）

『昔話・伝説小事典』 野村純一 [ほか]編 みずうみ書房 1987
KG2-E2
（YZ-388-ノム）

"The Facts on File encyclopedia of world 
mythology and legend" 2nd ed. 2v.

Anthony S. Mercatante ; 
revised by James R. Dow.

Facts on File c2004
YZ-B356
（YZ-164-B7）

"The Greenwood encyclopedia of folktales 
and fairy tales" 3v.

edited by Donald Haase. Greenwood Press 2008
KE112-B45
（YZ-388-B51）

"The Greenwood encyclopedia of world 
folklore and folklife" 4v.

edited by William M. 
Clements ; Thomas A. 
Green, advisory editor.

Greenwood Press 2006
G112-B12
（YZ-388-B37）

11

6
世界各地の神話を、アニミズム、創世神話、争い、愛など17の主題に分類して解説しています。
巻末には五十音順の索引と、地域・文化別一覧があります。

5
代表的な神や精霊、英雄等を、地域ごとに分類し、豊富な図版を用いて解説しています。
巻末には神名索引と、各地の神話に関する参考文献一覧があります。

10
昔話・伝説・世間話や、子どもの文化に関する言葉を50音順に並べて解説しています。
巻末には事項索引と、話名・書名索引もあります。

9
地域別にまとめられた昔話のあらすじに加え、動植物、神々、生活、年中行事などのキーワードについても解説しています。
また、各地の民話がどのように語り継がれてきたかについても解説しています。

民話やおとぎ話に出てくる登場人物やモチーフ、テーマ、作家等、670項目について解説しています。巻末に出典一覧があります。

12

7
前半では神話を分野別・項目別に概観し、後半では地域別に神話を通観しています。
巻末には五十音順の索引があります。

古代における女性中心社会や女神崇拝を意識しつつ、神話・伝承を宗教的な視点から概観しています。
英語表記のアルファベット順で配列した事典ですが、巻末に訳語索引がついています。

8

世界の神話や伝説に登場する神々や英雄、モチーフなどを解説しています。
巻末に引用文献や索引のほか、文化・民族に関連する用語から引ける索引があります。

13

はじめに世界の民話について、主題やテーマごとに概観し、1巻：アフリカ、オセアニア、2巻：アジア、中東、3巻：ヨーロッパ、4
巻：南北アメリカの4巻に分け、その国・地域の地理、歴史、民族、芸術、民話等について解説しています。
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請求記号
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"U-X-L encyclopedia of world mythology" 
5v.

Gale Cengage 
Learning

c2009
YZ-B1840
（YZ-164-B45）

"Storytelling : an encyclopedia of mythology 
and folklore" 3v.

edited by Josepha 
Sherman.

M.E. Sharpe c2008
YZ-B2381
（YZ-388-B86）

"Funk & Wagnalls standard dictionary of 
folklore, mythology and legend"

Maria Leach, editor ; 
Jerome Fried, associate 
editor.

Funk & Wagnalls c1972
YZ-B1945
（YZ-388-B66）

『日本昔話事典』 稲田浩二［等］編 弘文堂 1977
KG2-37
（YZ-388.1-イナ）

 神話・伝説・昔話について知る ― その他の参考文献

『世界昔話ハンドブック』 稲田浩二 [ほか]編 三省堂 2004
KE112-H14
（YZ-388-セカ）

『ラルース世界の神々・神話百科 : ヴィジュア
ル版』

フェルナン・コント 著 ; 蔵
持不三也 訳.

原書房 2006
HK71-H50
（YZ-164-コン）

“Larousse des mythologies du monde” Fernand Comte. Larousse ｃ2004
YZ-B1492
（YZ-164-B44）

"The Oxford companion to world 
mythology"

David Leeming.
Oxford University 
Press

c2005
HK2-B22
（YZ-164-B28）

"Folktales and fairy tales : traditions and 
texts from around the world" Second 
edition. 4v.

edited by Anne E. Duggan 
and Donald Haase, with 
Helen J. Callow.

Greenwood [2016]
YZ-B3131
（YZ-388-B3131）

世界の代表的な昔話のあらすじおよび解説を、地域や民族ごとに収録しています。
巻末には、主題別の昔話伝承分布地図や、昔話に関する用語の解説、参考資料の紹介もあります。

18

カラー図版が多く用いられ、中近東やアジア、オセアニア、アフリカ・マダガスカルの神話についても詳しく解説しています。

19

世界の神話に登場する神、英雄、怪物、モチーフ、テーマ等について解説しています。
巻頭に地域・民族ごとに分けた見出し一覧があり、巻末に神の系譜図、神話間の対比表、引用文献一覧があります。

20

昔話に関する事柄を、総論、伝承・伝播、話型など15の分野に分類し、配列しています。
巻末には五十音順の索引と、付録として話型対照表や日本昔話資料集目録などを掲載しています。

17

15 神話・民話に関する様々なキーワードをアルファベット順に解説しています。
巻末の索引では、地域や国名からも項目を検索することができます。
また第3巻には、代表的な物語を解説とともに掲載しています。

21

民話・おとぎ話のモチーフや主題、登場人物だけではなく、民俗学の用語や作家・画家・研究者等についても解説しています。

神話に関するそれぞれの項目について、人物像や神話の内容、芸術・文学・日常生活における位置づけ等を解説しています。
巻頭に地域・民族ごとに分けた索引があり、巻末にはさらに研究したい人のために参考文献が挙げられています。

14

16

神話・伝説・昔話の登場人物、約8000語について解説しています。
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『昔話入門』 小澤俊夫編著 ぎょうせい 1997
KE178-G17
（YZ-388-オザ）

『日本昔話ハンドブック』新版 稲田浩二,稲田和子 編 三省堂 2010
KG2-J50
（YZ-388.1-イナ ）

 神話・伝説・昔話の分類

"The types of the folktale : a classification 
and bibliography"

translated and enlarged by 
Stith Thompson

Suomalainen 
Tiedeakatemia

1961
YZ-B1941
（YZ-388-B65）

"The types of international folktales : a 
classification and bibliography, based on the 
system of Antti Aarne and Stith Thompson" 
3v.

by Hans-Jörg Uther

Suomalainen 
Tiedeakatemia, 
Academia 
Scientiarum 
Fennica

2004
KE111-B10
 (YZ-388-B77)

『国際昔話話型カタログ : アンティ・アールネ
とスティス・トムソンのシステムに基づく分類
と文献目録 : FFコミュニケーションno. 
284/285/286』

ハンス=イェルク・ウター 著 
; 加藤耕義 訳 ; 小澤俊夫 日
本語版監修

小澤昔ばなし研究所 2016
KE178-L44
（YZ-388-ウタ）

Z71-D56

"Motif-index of folk-literature: a 
classification of narrative elements in 
folktales, ballads, myths, fables, mediaeval 
romances, exempla, fabliaux, jest-books 
and local legends" 5v.

by Stith Thompson
Indiana Universty 
Press

[1989]
KE178-A7
（YZ-388-B33）

“The types of international folktales”（第2版）の日本語訳です。

26

24

世界の民話や昔話を、動物の物語、魔法の物語、宗教の物語などの話型から調べることのできる索引です。

アンティ・アールネとスティス・トムソンによる分類をもとに、話型の説明を書き直し、250以上の新たな話型を追加するなど、大幅な
変更を加えたものです（第1版）。

民話、神話、伝説などに登場するモチーフを、神話的モチーフ、動物、禁忌、などに分類しています。

28

加藤 耕義. Hans-Jorg Uther「特別インタビュー ハンス=イェルク・ウター教授(ドイツ) The Types of 
International Folktales『国際昔話カタログ』出版にあたって」（『子どもと昔話』(23) 2005.4 p.26-36）

25

2004年に“The types of international folktales”の第1版が出版された際のインタビュー記事です。
“The types of international folktales”の内容についても簡単に紹介しています。

27

「昔話とは何か」からグリム童話の成立と特徴や昔話の類型についても解説した入門書です。
巻末に項目索引と引用・参考文献が付されています。

22

日本の昔話を概観しています。第三部の資料編には、昔話の用語、日本昔話資料集目録、日本昔話文献目録を掲載しています。
巻末には五十音順の索引があります。

23
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『民間説話 :世界の昔話とその分類』
スティス・トンプソン [著] ; 
荒木博之, 石原綏代 訳

八坂書房 2013
G189-L8
 (YZ-388-トン)

『日本昔話名彙』改版
柳田国男監修、日本放送協会
編

日本放送出版協会 1971
KG745-20
（YZ-388.1-ヤナ ）

『日本昔話集成. 第1部 (動物昔話) 』 関敬吾著 角川書店 1950
388.1-Se126n
（YZ-388.1-セキ）

『日本昔話の型 : 付モティーフ・話型・分類』 關敬吾 著 ; 小澤俊夫 補訂 三角商事 2013
KG745-L18
（YZ-388.1-セキ）

『日本昔話大成. 第11巻 (資料篇)』 関敬吾 [ほか]編 角川書店 1980
KG745-97
（YZ-388.1-セキ）

『日本昔話通観. 第28巻 （昔話タイプ・イン
デックス）

稲田浩二 著 同朋舎出版 1988
KH22-341
（YZ-388.1-イナ）

『日本伝説名彙』改版
柳田国男監修、日本放送協会
編

日本放送出版協会 1971
KG745-21
（YZ-388.1-ヤナ）

 神話・伝説・昔話を読む

『世界神話伝説大系. 42（総索引）』改訂版 小関貴久 編 名著普及会 1981
KE222-9
（YZ-388-セカ）

『世界の民話』新装版　全24巻 小沢俊夫 編 ぎょうせい 1999 KE222-G4

全24巻。世界の民話が地域ごとにまとめられています。

37

42巻は総索引になっていて、神名や地名などから探すことができます。

36

外国の昔話研究の進展を考慮し、師の柳田国男とは別の話型の確定をしました。
MT番号を記載しています。話数は約8,700、話型は約650です。

31

『日本昔話集成』を元に更に収録数を増やし、話数は約34,000～35,000、話型は約740です。AT番号を記載しています。

33

第28巻が「昔話タイプ・インデックス」になっています。
県別に編集し、約6万話を「むかし語り」、「動物昔話」、「笑い話」、「形式話」の4分類に分け、1,211話型を収録しています。

34

關敬吾が『日本昔話集成』の末尾に付した「昔話の型」を復刻し、その際、小澤俊夫が原書にあった誤植の修正と補足を手書きで施した
ものです。小澤俊夫による「モティーフ論」と「昔話の話型と分類」が付されています。

32

日本各地に残る伝説を収集し「木の部」「石・岩の部」「水の部」「塚の部」「坂・峠・山の部」「祠堂の部」に分類、内容とともに地
名、出典を収めています。巻末に資料の解説と五十音順の索引を伏しています。

35

日本初の話型を確定した資料です。（初版1948年）

30

 “The folktale” 1946 の日本語訳で、『民間説話：理論と展開』（社会思想社、1977）の新版です。
巻末にテール・タイプ・インデックス、モチーフ・インデックスなどが付されています。

29
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『日本昔話百選』改訂新版 稲田浩二, 稲田和子 編著 三省堂 2003
KH22-H24
（YZ-388.1-イナ）

『日本伝説集』 高木敏雄 著 筑摩書房 2010
KH22-J102 
（YZ-388.1-タカ）

 神話・伝説・昔話を探す ― 国・地域から探す

『民話・昔話全情報. 1945-1991』
日外アソシエーツ株式会社 
編

日外アソシエーツ 1992
KE111-E23
（YZ-388-ミン）

『民話・昔話全情報. 1992-1999』
日外アソシエーツ株式会社 
編

日外アソシエーツ 2000
KE111-G33
（YZ-388-ミン）

『民話・昔話全情報. 2000-2007』
日外アソシエーツ株式会社 
編

日外アソシエーツ 2008
KE111-J4
（YZ-388-ミン）

『民話・昔話全情報. 2008-2015』
日外アソシエーツ株式会社 
編集

日外アソシエーツ 2016
KE111-L29
（YZ-388-ミン）

『民話・昔話集内容総覧』
日外アソシエーツ株式会社 
編集

日外アソシエーツ 2003
KE111-H7
（YZ-388-ミン）

『民話・昔話集内容総覧. 県別・国別2003-
2012』

日外アソシエーツ株式会社 
編集

日外アソシエーツ 2012
KE111-L2
（YZ-388-ミン）

『民話・昔話集内容総覧. 県別・国別2003-
2012作品名索引』

日外アソシエーツ株式会社 
編集

日外アソシエーツ 2012
KE111-L3
（YZ-388-ミン）

 神話・伝説・昔話を探す ― 作品名から探す

『民話・昔話集作品名総覧』
日外アソシエーツ株式会社 
編

日外アソシエーツ 2004
KE111-H21
（YZ-388-ミン）

『民話・昔話集作品名総覧. 2003-2014』
日外アソシエーツ株式会社 
編集

日外アソシエーツ 2015
KE111-L25
（YZ-388-ミン）

日本の昔話百話を「北国」「中の国」「西国」に分けて配列しています。
巻末には収載した昔話の分類表と主な参考文献があります。

42

40

初版は1913（大正2）年に郷土研究社より刊行されたもので、東京朝日新聞が全国から集めた伝説により編まれています。
「説明神話的伝説」「巨人伝説及両岳背競伝説」など23の分類に整理されており、巻末には内容分類総目次、五十音順項目索引などがあ
ります。

39

神話や伝説などの口承文芸作品集に収載されている作品を、作品名から引ける索引です。
2004年版には1945年から2002年までの間に国内で刊行された、全集・叢書類を中心とする1,502冊、2015年版には2003年から2014
年までの間に国内で刊行された922冊を収録しています。巻頭に収録図書一覧があります。

43

1945年から2002年までの間に国内で刊行された口承文学作品集716冊の内容細目が載っています。

41

国内で刊行された日本および世界各国・地域・民族の神話や伝説などの口承文芸とその周辺図書を網羅的に収録しています。
巻末に書名索引、事項名索引が付されています。

2003年から2012年までの間に国内で刊行された日本および海外の民話・昔話・神話・伝説などの口承文学作品集623冊の内容細目が
載っています。作品名索引が別冊になっています。

38
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No. タイトル 著者等 出版者 出版年
請求記号

※()内は資料室の
ローカル請求記号

 神話・伝説・昔話を探す ― その他のキーワードから探す

『世界の児童文学登場人物索引. アンソロジーと
民話・昔話集篇』

DBジャパン 編 DBジャパン 2005
KE112-H30
（YZ-909-セカ）

"Index to fairy tales, 1949-1972 : including 
folklore, legends & myths, in collections"

by Norma Olin Ireland. F.W. Faxon Co. 1973
YZ-B1700
（YZ-388-B61）

"Index to fairy tales, 1973-1977 : including 
folklore, legends and myths in collections : 
fourth supplement"

compiled by Norma Olin 
Ireland.

F.W. Faxon Co.  c1979
YZ-B1699
（YZ-388-B61）

"The storyteller’s sourcebook : a subject, 
title, and motif index to folklore collections 
for children” 1st ed.

 by Margaret Read 
MacDonald.

Neal-Schuman 
Publishers in 
association with 
Gale Research

c1982
YZ-B730
（YZ-015.3-B12）

"Myths and hero tales : a cross-cultural 
guide to literature for children and young 
adults"

Alethea K. Helbig and 
Agnes Regan Perkins.

Greenwood Press 1997
YZ1-A167
（YZ-164-B1）

『日本の児童文学登場人物索引. 民話・昔話集
篇』

DBジャパン 編 DBジャパン 2006
KG2-H45
（YZ-388.1-ニホ）

国内で刊行された日本の児童文学の民話・昔話集に収録された民話・昔話に登場する主な登場人物を採録しています。

49

45

1949年から1972年の間に英語で出版された406冊の民話・伝説・神話集に収録された作品を、様々なキーワードで細分類しています。

48

神話や英雄譚の主題書誌です。書誌事項に加え、内容紹介も記載されています。
索引部分では、話型・地域・登場人物などのほか、画家名や著者名、対象年齢からも作品を探すことができます。

47

モチーフや題名、主題、民俗・地域などで、作品を分類した索引です。詳細な書誌事項は、巻末に記載されています。

46

1973年から1977年の間に英語で出版された130冊の民話・伝説・神話集に収録された作品を、様々なキーワードで細分類しています。

固有名詞に加え、お婆さん、お姫さま、オオカミなどの項目を五十音順に並べ、それが登場する作品のタイトル・著者名・出版者名・出
版年を記載した索引です。

44
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