栃木県の伝説・民話を調べる
《地-11 》

栃木県立図書館
パスファインダー
（調べ方案内）
(2016.11 2019.8改訂)
＜本文中の記号について＞
【 】 ： 請求記号
〈 〉 ： 資料のある場所
(館内) ： 館内閲覧扱い

栃木県の伝説・民話等の調べ方をご紹介します。
目次
１． 調べるためのキーワード
２． 図書を探す
３． 栃木県内の伝説・民話を収録した資料

４． 読み聞かせ・語り聞かせに関する資料
５． インターネットで調べる

１．調べるためのキーワード
図書館の所蔵検索や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。

《キーワード》 「調べたい地域名」 ＋ 伝説 民話 伝承 昔話 昔語り 神話 など

２．図書を探す

○栃木県立図書館の蔵書検索システムから探す

○書架を探す
栃木県の伝説・民話に関する資料は、３階地域資料室
〈地公〉、２階公開資料室〈公２〉等にあります。なお、栃
木県立図書館の地域資料（栃木県に関する資料）は「栃
木県立図書館郷土資料分類表」、一般資料は「日本十
進分類法（NDC）」で分類された数字の順に並んでいま
す。

当館ウェブサイト内で公開している「詳細蔵書検索」画
面から、分類記号を用いた検索ができます。
「詳細蔵書検索画面」までのアクセス
当館トップページ->県立図書館の本かんたん検索->詳細蔵書検索

《関連分野の分類記号》 ※背ラベルの1段目の数字です。
ここに分類記号（例：T388）を入力し、検索する

●地域資料

T387

民間信仰と迷信

分類記号を用いた検索は、館内の利用者用資料検索
機からも可能です。詳しくは、カウンター職員にご相談く
ださい。

T388

伝説・民話

〇主な参考資料

民謡

・『民話・昔話集内容総覧』（日外アソシエーツ株式会社

T380

T388.9

風俗・習慣・民俗学

神話・神話学

／編 日外アソシエーツ 2003）【388/553】〈公２〉(館内)
1945年から2002年に国内で刊行された口承文学作品
集（民話・昔話・神話・伝説などを中心とする全集・叢書
類）の内容細目集。地域別に排列しており、栃木県は
p.225-235に掲載。巻末に作品名索引がある。

仏教

・『民話・昔話集内容総覧 県別・国別 2003-2012』

法話・説教集

（日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ
2012）【388/553/003】〈公２〉(館内) ※2冊組
『民話・昔話集内容総覧』の追補新版。2003年から
2012年に刊行された資料情報を収録。栃木県はp.193204に掲載。作品名索引は別冊となり、2冊組になった。

●一般資料

160
164
180
184
184.9
380
388
388.9

宗教

仏教説話
風俗習慣・民俗学・民族学
伝説・民話・昔話
民謡・わらべ唄

伝説・民話に関する情報は、栃木県内の市町村史誌
に収録されていることがあります。市町村史誌の多くは、
地域資料室「T210～T279」の棚にあります。
書庫にも多数、資料があります。
書庫の資料をご利用の際は、職員に
ご相談ください。

・『民話・昔話全情報』（日外アソシエーツ／編集、発行）
【388/491/】〈公２〉(館内)
特定の期間内に国内で刊行された日本および海外の
神話・民話・昔話・伝説・民謡などを収録し、地域別に排
列した図書目録。
当館は以下の4点を所蔵。
1992年刊 （収録対象：1945-1991年刊の資料）
2000年刊 （収録対象：1992-1999年刊の資料）
2008年刊 （収録対象：2000-2007年刊の資料）
2016年刊 （収録対象：2008-2015年刊の資料）

３．栃木県内の伝説・民話を収録した資料
■栃木県の伝説・民話集
・『日本の民話 新版 栃木の民話』第１集・第２集 （日向
野徳久／編 未來社 2016）【T388/12/】〈地公〉

※1961年、1965年に刊行された資料の新版。
・『しもつけの伝説』全８集 （栃木県連合教育会／編、発行
1979-1984）【T388/56/】〈地公〉
・『下野伝説集』全６巻 （栃木県連合教育会文化部／編 栃木
県連合教育会 1961-1970）【T388/3/】〈書庫〉(館内)
・『下野の昔噺』全３集 （小林晨悟／著 栃の実社 1953-1955）
【T388/4/】〈地公〉

・『下野伝説集 改訂増補版』あの山この里・追分の宿
（小林友雄／著 月刊さつき研究社 1976）【T388/2/】〈地公〉

※1930年、1932年に刊行された資料の改訂増補版。
・『日本昔話通観 第８巻 栃木・群馬』 （稲田浩二，小沢俊夫
／責任編集 同朋舎出版 1986）【T388/74/C】〈地公〉
・『栃木の伝説』 （下野民俗研究会／編 日本標準 1980）
【T388/76/C】〈地公〉
・『下野の民話』 （富永太一／編著 サンライズ印刷出版部
1991）【T388/88/C】〈地公〉

■特定の伝説・民話の資料（単行本）
○栃木県： 下野国（しもつけのくに）
・『ふるさとの神話』 （高内壮介／文，杉山吉伸／絵 栃木出版

４．読み聞かせ・語り聞かせに関する資料
伝説・民話の読み聞かせしたい、語り部として語って
みたい方には、以下のような資料が参考となります。
・『とちぎの民話への招待 読み聞かせ・語り聞かせの
ために』（上野直哲／著 随想舎 1998）【T388/103/C】〈地公〉
民話の読み聞かせ・語り聞かせのために必要な知識
や、語りのポイント、民話採集の方法を解説。また、県
内の民話を語りに使えるよう口語体で掲載している。
そのほか、県内各地の民話の会や語りべの会等が、
採集した話を語りに適した形式で文章化しています。
主に、以下のような資料があります。
・『新語りべが書いた下野の民話』 （柏村祐司，下野民話
の会／編 随想舎 2015）【T388/121/2C】〈地公〉
※『語りべが書いた「下野の民話」』（柏村祐司，下野民話の
会／編 随想舎 2006）【T388/121/C】〈地公〉も所蔵あり。
・『親と子で語るうつのみやの民話 第２集』（栃木の民
話語りかまどの会／編著 随想舎 2016） 【T388/136/2C】〈地
公〉
・『語り部に聞く下野民話の旅』 （下野新聞社／著、発行
2010）【T388/134/C】〈地公〉
※巻末に県内にある２５の語り部会の情報有り。

1982） 【T388/62/C】〈地公〉

５．インターネットで調べる

①栃木市（西方町）： 八百比丘尼（おびくに）
・『真名子の里のおびくに（八百比丘尼）さま』

・とちぎふるさと学習 とちぎの民話（栃木県教育委員
会）
http://www.tochigi-edu.ed.jp/furusato/group.jsp?p=13
栃木県内の10の民話を公開している。

（誇れるまちづくり二十一人委員会／編 西方町 1998）
【T388/105/B】〈地公〉(館内)
・『伝説八百比丘尼』 （誇れるまちづくり２１人委員会／編 西
方町 1998） 【T388/106/C】〈地公〉

②佐野市（葛生町）： 常盤御前（ときわごぜん）
・『常盤御前は大釜の里で亡くなった 葛生に伝わる民
話』 （森下喜一／著、発行 2005）【T388/118/C】〈地公〉
③日光市： 戦場ヶ原（せんじょうがはら）
・『猿丸の弓のはなし 日光戦場ヶ原の伝説』
（小島喜美雄／文，苅田規恵／画 下野国一之宮日光二荒山神
社中宮祠 2008）【T388/124/C】〈地公〉

④大田原市（黒羽町）： 枕返しの幽霊（まくらがえしのゆ
うれい）
・『枕返しの幽霊 黒羽山大雄寺』 （芦月とぉる／画・作 大雄
寺 2014）【T388/148/C】〈地公〉

⑤那須烏山市（烏山町）： 蛇姫様（へびひめさま）
・『蛇姫様と考證』 （河原萬吉／著 行人社書店 1978）
【T388/39/B】〈地公〉(館内)

⑥那須町： 殺生石（せっしょうせき）・九尾の狐（きゅうび
のきつね）
・『殺生石物語』 （いっくら国際文化交流会編集スタッフ／編著
いっくら国際文化交流会 1990） 【T388/84/C】〈地公〉
・『きんいろのきつね』 （大川悦生／文，赤羽末吉／絵 ポプラ
社 1991） 【Eｱｶﾊ/598】〈絵公〉
・『伝説殺生石』 （人見輝人／著 那須温泉神社社務所 1973）
【T388/22】〈書庫〉(館内)

上記資料以外にも多数所蔵しています。
資料検索をしていただくか、職員にご相談ください。

・とちぎ豆知識「とちぎの伝説」（栃木県）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/intro/tochigiken/hakke
n/mamechishiki3.html
栃木県内の9の伝説を公開している。
・レファレンス協同データベース（国立国会図書館）
http://crd.ndl.go.jp/reference/
国立国会図書館と全国の図書館等が協同で構築し
ている調べ物のためのデータベース。過去に図書館に
寄せられた事例の検索・閲覧が可能であり、情報収集
に役立つ。当館が調査・回答した伝説・民話関連の相
談事例も確認できる。
栃木県立図書館では、さまざまなテーマ
や課題に関する資料・情報の調べ方、入手
方法に関する相談に応じています。お気軽
にご相談ください。
メール・ＦＡＸ・電話でもお受けします。
お問い合わせは下記までどうぞ。

栃木県立図書館

調査相談課

レファレンスサービス担当
火-金 9:00-19:00 土日祝 9:00-17:00
〒320-0027 栃木県宇都宮市塙田1-3-23
URL： http://www.lib.pref.tochigi.lg.jp/
TEL：028-622-5112 FAX：028-624-7855
E-Mail ： chousaka@lib.pref.tochigi.lg.jp

