
子どもと昔話　第 82 号　（２０２０年１月２０日発行）
　昔話の文法：「エンチュと竹の種」　　　PHOTO：ありがとうございました
　報告：『国際昔話話型カタログ』ゲスナー賞受賞　加藤耕義
　コラム：読む力をつけてあげたい　椋鳩十の「母と子の 20 分間読書運動」から学ぶ　代田知子
　ごめんください 6：むかし、あったずもな―昔ばなし大学のはじまりとこれから
　A5 判　64 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-96-6
子どもと昔話　第 81 号　（２０１９年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「んばろんの話」　　　　　PHOTO：小澤ユミさんのアトリエから　修善寺、再び
　父、代田昇のこと 3：「戦争」を胸に読書運動へ　代田知子
　報告：1101 話の贈りものを語る会 in 飯田
　ごめんください 5：親子が集う「もりのなか」
　A5 判　64 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-95-9
子どもと昔話　第 80 号　（２０１９年７月２０日発行）
　昔話の文法：「わらしべ長者」
　PHOTO：江戸刺繍家小沢ユミさんのアトリエから
　特集：『子どもと昔話』80 号刊行に際して
　父、代田昇のこと２：「戦争」を胸に読書運動へ　代田知子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-93-5
子どもと昔話　第 79 号　（２０１９年４月２０日発行）
　昔話の文法：「三つの鏡」
　PHOTO：ニナとキコ
　報告：ハンス＝イェルク・ウター氏講演会
　父、代田昇のこと１：「戦争」を胸に読書運動へ　代田知子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-92-8
子どもと昔話　第 78 号　（２０１９年１月２０日発行）
　昔話の文法：「三枚の手紙」
　PHOTO：昔なじみの響き
　報告：ハンス＝イェルク・ウター氏講演会　
　ヤーコプ・グリム「自叙伝」（１）
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-91-1
子どもと昔話　第 77 号　（２０１８年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「若水」
　PHOTO：太平洋
　報告：紀州熊野伝承の旅
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-89-8

子どもと昔話　第 76 号　（２０１８年７月２０日発行）
　昔話の文法：「わくど息子」
　報告：紀州熊野伝承の旅
　研究：日本と中国の「猿の生き肝」
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-87-4

子どもと昔話　第 75 号　（２０１８年４月２０日発行）
　昔話の文法：「亀と烏と蜂の恩返し」
　PHOTO：日々の暮らし
　研究：グリム童話におけるビール（２）
　研究：「古屋の漏り」インド・中国・日本の伝承
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-86-7
子どもと昔話　第 74 号　（２０１８年１月２０日発行）
　昔話の文法：「貧乏神の土産」
　PHOTO：粘菌とキノコ
　研究：グリム童話におけるビール
　研究：「鼠の嫁入り」の広がり
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-85-0
子どもと昔話　第 73 号　（２０１７年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「田野久」
　PHOTO：大きなもの
　特集：昔ばなし大学創立二十五周年記念・秋田大会をふりかえって　　　　　　
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-84-3



子どもと昔話　第 72 号　（２０１７年７月２０日発行）
　昔話の文法：「団子浄土」
　PHOTO：グアダルーペの聖母
　特集：昔ばなし大学創立二十五周年記念・秋田大会
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-83-6

子どもと昔話　第 71 号　（２０１７年４月２０日発行）
　昔話の文法：「貧しい男と天帝」
　PHOTO：メソアメリカの神々
　連載：小沢健二　うさぎ！（44）　
　昔話の研究 (1)：時代の鏡に映るドイツの伝説　ハンス＝イェルク・ウター　小林将輝　訳
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-80-5
子どもと昔話　第 70 号　（２０１７年１月２０日発行）
　昔話の文法：「蜘蛛息子」
　連載：小沢健二　うさぎ！（43）　
　グラビア：グリム童話のふるさと　パン焼き窯
　昔話の研究：時代の鏡に映るドイツの伝説（1）ハンス＝イェルク・ウター　小林将輝訳　
　Ａ 5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-79-9
子どもと昔話　第 69 号　（２０１６年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「猿長者」
　連載：小沢健二　うさぎ！（42）　
　昔話の研究：『国際昔話話型カタログ』日本語出版に際して　加藤耕義
　Ａ 5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-77-5

子どもと昔話　第 68 号　（２０１６年７月２０日発行）
　昔話の文法：「蜂のおかげ」
　思い出の記：父、堀内誠一のこと（2）　堀内花子　
　「昔ばなし絵本のこと」金井田英津子
　Ａ 5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-75-1

子どもと昔話　第 67 号　（２０１６年４月２０日発行）
　昔話の文法：「とりつくひっつく」
　連載：小沢健二　うさぎ！（番外編）　
　思い出の記：父、堀内誠一のこと　堀内花子　
　Ａ 5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-74-4

子どもと昔話　第 66 号　（２０１６年１月２０日発行）
　昔話の文法：「福の神と貧乏神」
　連載：小沢健二　うさぎ！（41）　
　PHOTO：ぬくもり
　おまつり (4)：浦島詣り　
　Ａ 5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-73-7
子どもと昔話　第 65 号　（２０１５年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「つぶ」
　PHOTO：目
　昔話の研究：『メルヒェン百科事典』―完結を前に―　ハンス＝イェルク・ウター
　Ａ 5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-71-3

子どもと昔話　第 64 号　（２０１５年７月２０日発行）
　昔話の文法：「蛇嫁の目玉」
　連載：小沢健二　うさぎ！（40）　
　PHOTO：ラオス
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (8)　間宮史子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-70-6
子どもと昔話　第 63 号　（２０１５年４月２０日発行）
　昔話の文法：「三つのオレンジ」
　連載：小沢健二　うさぎ！（39）　　　　 PHOTO：静止
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (7)　間宮史子
　土地言葉による語りを求めて　「おとら婆さまのムカシ」　を語り継ぐ　
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-67-6



子どもと昔話　第 62 号　（２０１５年１月２０日発行）
　昔話の文法：「手なし娘」
　連載：小沢健二　うさぎ！（38）　　　　 PHOTO：新しい川　
　おまつり (3)：石垣島の豊年祭　四ヶ字のぷーりぃ
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (6)　間宮史子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-66-9
子どもと昔話　第 61 号　（２０１４年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「桃太郎」
　連載：小沢健二　うさぎ！（37）　　　　 PHOTO：西山春希
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (5)　間宮史子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-64-5

子どもと昔話　第６０号　（２０１４年７月２０日発行）
　特集：『子どもと昔話 60 号刊行に際して』　小澤俊夫
　昔話の文法：「七羽のからす」                    連載：小沢健二　うさぎ！（36）　
　おまつり (2)：花祭り ( 奥三河 )　　　　   PHOTO：沖縄のシーサー
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (4)　間宮史子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-61-4
子どもと昔話　第５９号　（２０１４年４月２０日発行）
　昔話の文法：「猿昔」                                  
　連載：小沢健二　うさぎ！（35）　　　　 PHOTO：サパティスタの覆面
　おまつり：川平のまゆんながしい ( 石垣島 )
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (3)　間宮史子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）  ISBN 978-4-902875-61-4
子どもと昔話　第５８号　（２０１４年１月２０日発行）
　昔話の文法：「山梨もぎ」                          
　連載：小沢健二　うさぎ！（34）　　　　 PHOTO：誕生
　昔話調査から：鹿児島の昔話を訪ねて（2）　有馬英子
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (2)　間宮史子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-59-1
子どもと昔話　第５７号　（２０１３年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「もの知り博士」                    
　連載：小沢健二　うさぎ！（33）　　　　　
　昔話の研究：ヴィルヘルム・グリム追悼講演（2）　ヤーコプ・グリム
　昔話の研究：『グリム童話選集』―子どものために編まれたグリム童話五〇話 (1)　間宮史子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-57-7
子どもと昔話　第５６号　（２０１３年７月２０日発行）
　昔話の文法：「みつばちの女王」                 
　連載：小沢健二　うさぎ！（32）　
　昔話の研究：ヴィルヘルム・グリム追悼講演（1）　ヤーコプ・グリム
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-56-0

子どもと昔話　第５５号　（２０１３年４月２０日発行）
　昔話の文法：「鬼むこ」                           
　連載：小沢健二　うさぎ！（31）　　　　 PHOTO：マイアミ
　特集：非戦の憲法を守り、原発廃止を実現しよう
　昔話の研究：「白雪姫」についてのグリム兄弟とハインツ・レレケによる注釈　小澤俊夫
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-53-9
子どもと昔話　第５４号　（２０１３年１月２０日発行）
　昔話の文法：「火玉」の文法                  
　連載：小沢健二　うさぎ！（30）　　　　PHOTO：日本への初めての旅
　昔ばなし大学創立二〇周年記念・秋田大会講演録
　昔話の研究：二百年前の「白雪姫」小澤俊夫
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-52-2
子どもと昔話　第５３号　（２０１２年１０月２０日発行）
　特集：昔ばなし大学創立二〇周年記念・秋田大会
　連載：私にとっての昔話　多彩な語り手の人生　野添憲治
　昔ばなし大学創立二〇周年記念・秋田大会講演録
　連載：小沢健二　うさぎ！（29）　           昔ばなし大学で学んだこと
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-51-5



在庫僅か　子どもと昔話　第５２号　（２０１２年７月２０日発行）
　昔話の文法：「山やぎの話」の文法　　　 
　連載：小沢健二　うさぎ！（28）　　　PHOTO：ウィラリカのアーティスト：ミゲル・カリーヨ・モントーヤ
　連載：私にとっての昔話　昔話の旅から　佐藤玄祐
　昔ばなし大学で学んだこと
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-50-8
子どもと昔話　第５１号　（２０１２年４月２０日発行）
　昔話の文法：「へびの王冠」の文法　　　  
　連載：小沢健二　うさぎ！（27）　　　　 PHOTO：生川和美
　連載：私にとっての昔話　昔話浸けの人生　大島廣志
　ＥＵ文化祭講演録 : ロマとシンティのメルヒェン（2）―少数民族への架け橋か？ ヴィルヘルム・ゾルムス 関根裕子訳
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-47-8
子どもと昔話　第５０号　（２０１２年１月２０日発行）　
　昔話の文法：「アカナー主とウナー主」の文法　　
　連載：小沢健二　うさぎ！（26）　　　　 PHOTO：ウォール街を占拠しろ
　連載：私にとっての昔話　昔話の旅五十年・いま思うこと　大友義助
　ＥＵ文化祭講演録 : ロマとシンティのメルヒェン（1）―少数民族への架け橋か？　ヴィルヘルム・ゾルムス　関根裕子訳
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-45-4 
子どもと昔話　第４９号　（２０１１年１０月２０日発行）　
　昔話の文法：「石のカヌー」の文法　　　　　　　
　連載：小沢健二　うさぎ！（25）　　　　 PHOTO：ロサンゼルスの夏
　連載：私にとっての昔話　耳から聞いた昔話　藤田浩子
　ＥＵ文化祭講演録 : メルヒェンはかけ橋となるか？（2）東南ヨーロッパのメルヒェンと諸文化の仲介　クラウス・ロート 寺島政子訳
　A5 判　80 頁定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-43-0
子どもと昔話　第４８号　（２０１１年７月２０日発行） 　
　連載：小沢健二　うさぎ！（24）　　　　 PHOTO：春
　連載：私にとっての昔話 昔話は生きている　宮地武彦
　ＥＵ文化祭講演録 : メルヒェンはかけ橋となるか？（1）東南ヨーロッパのメルヒェンと諸文化の仲介　クラウス・ロート 寺島政子訳
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-42-3

在庫なし　子どもと昔話　第４７号　（２０１１年４月２０日発行予定）
　昔話の文法：「バイオリンができるまで」の文法
　連載：小沢健二　うさぎ！（23）　　　　 PHOTO：冬　セントラルパーク　ニューヨーク・シティ
　連載：私にとっての昔話 昔話を訪ねて 有馬英子
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-40-9

子どもと昔話　第４６号　（２０１１年１月２０日発行）
　昔話の文法：「黒い河の竜」の文法
　連載：小沢健二　うさぎ！（22）　　　　 PHOTO：秋　　
　連載：私にとっての昔話 言葉がつなぐ過去と未来 小林政一
　EU 文化祭講演録：諸民族を結びつける語法
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-39-3
子どもと昔話　第４５号　（２０１０年１０月２０日発行）
　昔話の文法：「いばら姫」の文法
　連載：小沢健二　うさぎ！（21）　　　　 PHOTO：かみがみ
　連載：私にとっての昔話 フィールド・ワークのむかし 福田晃
　A5 判　72 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-36-2

子どもと昔話　第４４号　（２０１０年７月２０日発行）
　昔話の文法：「からっぽやみの子ども」の文法
　特集　グリム童話の挿絵画家オットー・ウベローデ
　連載：小沢健二　うさぎ！（20）　特別篇（後半）　　
　連載：私にとっての昔話 番外編 新聞記者の目からみた「口承」 多比良孝司
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-35-5
在庫なし　子どもと昔話　第４３号　（２０１０年４月２０日発行）
　昔話の文法：「緑色の服を着た悪魔」の文法
　連載：小沢健二　うさぎ！（19）　特別篇　hihumiyo インタビュー再録 & 書き下ろし 8 頁
　PHOTO：動物があなたの目を見る時
　連載：私にとっての昔話　「聴き耳」の現代　野村敬子
　A5 判　80 頁　小澤昔ばなし研究所発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-34-8 



在庫なし　子どもと昔話　第４２号　（２０１０年１月２０日発行）
　昔話の文法：「久野原のきつね」の文法
　連載：小沢健二　うさぎ！（18）　沼の原篇最終話　　PHOTO：ラオス　平和は戦争を乗り越える
　連載：私にとっての昔話　ロシアでの昔話採訪　齋藤君子
　昔話 Q ＆ A　日本の昔話に出てくる山姥ってどんなもの？
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-32-4
在庫なし　子どもと昔話　第４１号　（２００９年１０月２０日発行）
　特集：小澤俊夫　「黄金の花」の文法　
　連載：小沢健二　うさぎ！　（17）　　　　 PHOTO：ウムシュランガ
　連載：私にとっての昔話　小野和子　語り手の人生に学ぶ旅
　昔話 Q ＆ A　日本の昔話は、周辺の国の昔話と似ていますか？（3）シベリアの場合
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-30-0
子どもと昔話　第４０号　（２００９年７月２０日発行）
　特集：『子どもと昔話』表紙１０年の軌跡　　   昔話の文法「はなたれこぞうさま」の文法　小澤俊夫　　　　
　連載：小沢健二「うさぎ！」（16）　　　  PHOTO：エチオピア
　連載：私にとっての昔話　笠井典子「『日本昔話通観』全 31 巻　1976-1998」　
　昔話 Q ＆ A：「日本の昔話は、周辺の国の昔話と似ていますか？（3）中国の場合」
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-29-4
在庫なし　子どもと昔話　第３９号　（２００９年４月２０日発行）
　昔話の文法「ぎゃっとの皮」の文法　小澤俊夫　　　　
　連載：小沢健二「うさぎ！」（15）　　　 PHOTO：ヨルダンへようこそ
　連載：私にとっての昔話　笠井典子「祖母とわたしとそして昔ばなし」　
　昔話 Q ＆ A：「日本の昔話は、周辺の国の昔話と似ていますか？（2）　韓国の場合」
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-27-0
子どもと昔話　第３８号　（２００９年１月２０日発行）
　昔話の文法「ラプンツェル」の文法　小澤俊夫　　　　　　
　連載：小沢健二「うさぎ！」（14）　　　  PHOTO：うち　　　　
　連載：私にとっての昔話　佐々木徳夫「艶話は面白い」　
　昔話 Q ＆ A：「日本の昔話は、周辺の国の昔話と似ていますか？（1）　台湾の場合」
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-26-3
子どもと昔話　第３７号　（２００８年１０月２０日発行）
　昔話の文法「天の庭」の文法　小澤俊夫
　連載：小沢健二「うさぎ！」（13） 　　　 PHOTO： Monsoon Rush Hour
　連載：私にとっての昔話　山下欣一「故郷奄美大島の伝承に魅かれて」　
　昔話 Q ＆ A：「お話を覚えるコツは？（4）」
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-25-6
子どもと昔話　第３６号　（２００８年７月２０日発行）
　特集：火山の口から（2）　ドンアントニオアナルコと小澤俊夫の対話
　　　　写真：エリザベスコール　解説・製作：小沢健二　エリザベスコール
　昔話の文法「星の銀貨」の文法　小澤俊夫　　　　　　　　　       連載：小沢健二「うさぎ！」（12）
　連載：私にとっての昔話　佐々木徳夫「自分のための昔話採集」     PHOTO： 最初の先生たち  　
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-23-2
子どもと昔話　第３５号　（２００８年４月２０日発行）
　特集：火山の口から　メキシコ「天気の人」が語る
　　　　　語り　ドン ･ アントニオ・アナルコ　写真：エリザベスコール　訳：小沢健二／エリザベスコール
　昔話の文法「すからかっぽの瀬戸が浜」の文法　小澤俊夫　　連載：小沢健二「うさぎ！」（11）
　連載：酒井董美：私にとっての昔話「昔話との長いつきあい」　
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-21-8
子どもと昔話　第３４号　（２００８年１月２０日発行）
　特集：ヨーロッパ・メルヒェン賞授賞式　　1) ハンス・イェルク＝ウター「受賞者小澤俊夫氏への賛辞」
　　　　2) 小澤俊夫「ヨーロッパ ･ メルヒェン賞への謝辞」
　連載：小沢健二「うさぎ！」（10）　　　  PHOTO： 空気
　連載：私にとっての昔話　下野敏見　
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-19-5
子どもと昔話　第３３号　（２００７年１０月２０日発行）
　特集：昔ばなし大学 15 周年記念講演会　　1) ハンス・イェルク＝ウター「ハーメルンの鼠捕り男」
　　　　2) ザビーネ・ヴィンカー＝ピーフォ「ホレばあさんとその姉妹」3) 小澤俊夫「日本昔話研究史における昔ばなし大学の位置」
　連載：小沢健二「うさぎ！」（9）　　　　 PHOTO：日本の夏 　　　
　昔話 Q ＆ A「昔話には残酷な場面が多いのでは？」
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-18-8



子どもと昔話　第３２号　（２００７年７月２０日発行）
　「七羽のからす」の文法
　糸つむぎ：何かがやってくる（4）
　連載：小沢健二「うさぎ！」（8）　　　　 PHOTO： 山の心
　連載：私にとっての昔話　三原幸久
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-16-4
子どもと昔話　第３１号　（２００７年４月２０日発行）
　特集：「鼻高扇」の文法
　糸つむぎ：何かがやってくる（3）
　連載：小沢健二「うさぎ！」（7）　　　　 PHOTO： 遊ぶ
　連載：私にとっての昔話　大島建彦
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 978-4-902875-14-0
子どもと昔話　第３０号　（２００７年１月２０日発行）
　「山のグートブラント」の文法
　糸つむぎ：何かがやってくる（2）
　連載：小沢健二　「うさぎ！」（6）　　　　PHOTO：SMILES
　連載：私にとっての昔話　野村純一
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 978-4-902875-12-6
子どもと昔話　第２９号　（２００６年１０月２０日発行）
　特集：「舌切りすずめ」の文法
　特集：遠藤庄治追悼特集
　連載：小沢健二　「うさぎ！」（5）
　A5 判　80 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 4-902875-10-1

子どもと昔話　第２８号　（２００６年７月２０日発行）
　特集：「どうもとこうも」の文法
　糸つむぎ：何かがやってくる　　　　　　連載：小沢健二　「うさぎ！」（4）
　連載：私にとっての昔話　佐々木達司
　翻訳：ルッツ・レーリヒ　愛とエロス（完）
　A5 判　72 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-902875-08-X
在庫なし　子どもと昔話　第２７号　（２００６年４月２０日発行）
　特集：「花咲かじい」の文法
　連載：小沢健二　「うさぎ！」（3）
　連載：私にとっての昔話　中村とも子
　翻訳：ルッツ・レーリヒ　愛とエロス（4）
　A5 判　72 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 4-902875-07-1
在庫なし　子どもと昔話　第２６号　（２００６年１月２０日発行）
　特集：「こぶ取りじじい」の文法
　連載：小沢健二　「うさぎ！」（2）
　連載：私にとっての昔話　田中瑩一
　翻訳：ルッツ・レーリヒ　愛とエロス（3）
　A5 判　72 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-902875-04-7
在庫なし　子どもと昔話　第２５号　（２００５年１０月２０日発行）
　特集：「さるかに合戦」の文法
　新連載：私にとっての昔話
　ルッツ・レーリヒ　愛とエロス（2）
　新連載：小沢健二　「うさぎ！」 
　A5 判　64 頁　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-902875-00-4



子どもと昔話　第２４号　（２００５年７月２０日発行）
　特集：「猿婿」の文法
　糸つむぎ：昔話研究の開拓者　関敬吾のこと
　Ｌ．レーリヒ：愛とエロス（1）
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 4-907689-46-2

在庫なし　子どもと昔話　第２３号　（２００５年４月２０日発行）
　特集：「がちょう番のむすめ」の文法
　糸つむぎ：東チロル・サンクトユスティーナ村の二週間
　＜特別インタビュー＞ハンス＝イェルク・ウター教授：
　『国際昔話カタログ』　The Types of International Folktales　出版にあたって
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 4-907689-44-6
在庫なし　子どもと昔話　第２２号　（２００５年 1 月２０日発行）
　特集：「かちかち山」の文法
　ヤーコプ・グリム「自叙伝」（2）
　連載：子どもたちのいるところ（20）
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-43-8

子どもと昔話　第２１号　（２００４年 10 月２０日発行）
　特集：「てんとうさま金のくさり」の文法
　糸つむぎ：柳田国男先生との出会い
　ヤーコプ・グリム「自叙伝」（1）
　ドイツのクリスマス（2）
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-42-X
在庫なし　子どもと昔話　第２０号　　（2004 年 7 月 20 日発行）
　特集：「天人女房」の文法
　糸つむぎ：ドイツでの初仕事
　残酷性、残虐性、不安（2）
　連載：子どもたちのいるところ（18）
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）ISBN 4-907689-41-1
在庫なし　子どもと昔話　第１９号　　（2004 年 4 月 20 日発行）
　特集：「おむすびころり」の文法
　残酷性、残虐性、不安（1）
　連載：子どもたちのいるところ（17）
　神話とメルヒェン（2）
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-40-3
在庫なし　子どもと昔話　第１８号　　（2004 年 1 月 20 日発行）
　特集：「オオカミと七ひきの子ヤギ」の文法
　糸つむぎ：テロではなく、抵抗戦争である
　神話とメルヒェン（1）　　　　御伽草子と昔話（3）：日本中世における物語の宝庫
　連載：子どもたちのいるところ（16）
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-39-X
在庫なし　子どもと昔話　第１７号　　（2003 年 10 月 20 日発行）
　特集：ドイツのクリスマス
　糸つむぎ：乱暴な断言をとがめない危険な風潮
　御伽草子と昔話（2）：日本中世における物語の宝庫
　連載：子どもたちのいるところ（15）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-90768934-9
在庫なし　子どもと昔話　第１６号　　（2003 年 7 月 20 日発行）
　特集：「炎の馬」文法
　糸つむぎ：ブッシュのイラク攻撃、拉致問題の影で教育基本法改変が進んでいる
　御伽草子と昔話
　連載：子どもたちのいるところ（14）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-33-0
在庫なし　子どもと昔話　第１５号　　（2003 年 4 月 20 日発行）
　特集：昔ばなし大学創立１０周年記念大会（2）
　講演（1）：ノルウェーの昔話における超自然的世界　　　　講演（2）：ヨーロッパのメルヒェン
　アンデルセンの旅行記　　　　　　糸つむぎ：南ドイツの村の謝肉祭
　連載：子どもたちのいるところ（13）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-29-2



子どもと昔話　第１４号　　（2003 年 1 月 20 日発行）
　特集：昔ばなし大学創立１０周年記念大会（1）
　講演（1）：昔ばなし大学の意義　　　　　講演（2）：ノルウェーメルヒェンの挿絵
　講演（3）：ドイツのメルヒェンとそのメディアによる普及
　糸つむぎ：教育基本法が危ない　　　　　  連載：子どもたちのいるところ（12）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-28-4
在庫なし　子どもと昔話　第１３号　　（2002 年 10 月 20 日発行）
　特集（1）：「美しい若者とドラコス」の文法
　特集（2）：マックス・リュティ最終講演：昔話が語る人間像（2）
　糸つむぎ：陸軍の火薬工場で火薬を担いだ話
　連載：子どもたちのいるところ（11）
　A5 判　74 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-25-X
在庫なし　子どもと昔話　第１２号　（2002 年 7 月 20 日発行）
　特集（1）：「おいしいおかゆ」の文法
　特集（2）：ﾏマックス・リュティ最終講演：昔話が語る人間像（1）
　糸つむぎ：靖国神社をどう考えるか（2）
　連載：子どもたちのいるところ（10）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-22-5
在庫なし　子どもと昔話　第１１号　（2002 年 4 月 20 日発行）
　特集（1）：「ホレ婆さん」の文法
　特集（2）：マールブルクの学生時代のグリム兄弟（完）
　糸つむぎ：ドイツの民俗学者アルフレート・ヘック博士
　連載：子どもたちのいるところ（9）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-21-7
在庫なし　子どもと昔話　第１０号　　（2002 年 1 月 20 日発行）
　特集１：「ヘンゼルとグレーテル」の文法
　特集２：マールブルクの学生時代のグリム兄弟（２）
　ドイツ便り：ドイツのキンダーガルテンでの経験より（４）
　A5 判　68 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-20-9

在庫なし　子どもと昔話　第９号　　（2001 年 10 月 20 日発行）
　特集１：昔話内部の研究　　　　　　特集２：マールブルクの学生時代のグリム兄弟（1）
　糸つむぎ：「靖国神社をどう考えるか」
　連載：子どもたちのいるところ（7）
　暮らしと道具・草花遊び
　A5 判　76 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-17-9
在庫なし　子どもと昔話　第８号　　（2001 年 7 月 20 日発行）
　糸つむぎ：「リヤカーでピアノを運んだ話」
　連載：子どもたちのいるところ（6）
　サイトウキネン・フェスティバルから：昔話の語り手とオーケストラ指揮者との語らい
　昔話の研究：ヴィルヘルム・グリムの再話法
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-16-0
在庫なし　子どもと昔話　第７号　　（2001 年 4 月 20 日発行）
　特集：「三枚のお札」の文法
　糸つむぎ：「実習船遭難第一報に対する森首相の対応」
　昔話の研究：異類婚姻譚に登場する動物（2）　　　　　
　連載：子どもたちのいるところ（5）　　　ドイツ便り：ドイツのキンダーガルテンでの経験より（3）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-15-5
在庫なし　子どもと昔話　第６号　　（2001 年 1 月 20 日発行）
　連載特集：「シンデレラの履（3）」　君島久子　　　糸つむぎ：「毒ぐもを全部退治することはできるか」
　連載：子どもたちのいるところ（4）　　　　わたしの小さな聞き手たち・わらべうた
　ドイツ便り：ドイツのキンダーガルテンでの経験より（2）
　昔話の研究：異類婚姻譚に登場する動物（1）　　　昔話の研究２：日本の昔話における水準化作用
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-12-8
在庫なし　子どもと昔話　第５号　　（2000 年 10 月 20 日発行）
　連載特集：「シンデレラの履（2）」　君島久子　　　糸つむぎ：マックス・リュティとの出会い（2）
　連載：子どもたちのいるところ（3）　　　　わたしの小さな聞き手たち
　昔話の話型の研究：「塩吹臼」はヨーロッパの翻案ではないか
　ドイツ便り：ドイツのキンダーガルテンでの経験より（1）
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-11-X



在庫なし　子どもと昔話　第４号　　（2000 年７月 20 日発行）
　連載特集：「シンデレラの履」　君島久子　　 
　糸つむぎ：マックス・リュティとの出会い
　連載：子どもたちのいるところ（2）　　　　  わたしの小さな聞き手たち
　昔話の話型の研究：「鼠浄土」「地蔵浄土」「鬼の楽土」
　A5 判　72 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　　ISBN 4-907689-09-8
在庫なし　子どもと昔話　第３号　　（2000 年４月 20 日発行）
　特集：「三びきの子ブタ」の文法                   　糸つむぎ：「昔ばなしは残酷か」
　わたしの小さな聞き手たち
　新連載：子どもたちのいるところ（1）
　用語を理解する：神話             昔話のイメージ研究：異郷訪問譚における「山野の異郷」のイメージ
　A5 判　60 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-08-X
在庫なし　子どもと昔話　第２号　（2000 年１月 20 日発行）
　特集：「頭の大きな男」の文法
　糸つむぎ：「語る時、絵が見える」
　創刊記念講演と記念パーティによせて    　　　わたしの小さな聞き手たち
　用語を理解する：伝説・メルヒェン・ザーゲ（伝説）
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-07-1
在庫なし　子どもと昔話　第１号　（1999 年 10 月 1 日発行） 　
　特集：「いばら姫」の文法
　創刊の言葉
　わたしの小さな聞き手たち　暮らしと道具・わらべうた
　用語を理解する：昔話・民話・童話
　A5 判　64 頁　古今社発行　定価 869 円（本体 790 円＋税 10％）　ISBN 4-907689-06-3


