
韓国・朝鮮半島の生活(せいかつ）や文化（ぶんか）がわかる絵本
No.  資料名 著者名 出版者 出版年 資料コード 請求記号

1 あかいきしゃ　はじめてであうハングルの絵本 パク ウニョン∥絵と文 アートン 2004.8 1200386751 ｴﾎﾝ/ﾊﾟ         

2 きょうはソンミのうちでキムチをつけるひ! チェ インソン∥文 セーラー出版 2005.12 1200558904 ｴﾎﾝ/ﾁ         

3 ことりはことりは木でねんね　韓国のこもりうた チョン スニ∥作 童心社 2007.9 1200812848 ｴﾎﾝ/ﾁ        

4 水宮歌(スグンガ)　こどもパンソリ絵本 イ ヒョンスン∥文 アートン 2004.12 1200403047 ｴﾎﾝ/ｲ        

5 ソリちゃんのチュソク イ オクベ∥絵と文 セーラー出版 2000.12 1200271219 ｴﾎﾝ/ｲ        

6 ソルビム　お正月の晴れ着 ペ ヒョンジュ∥絵と文 セーラー出版 2007.1 1200606190 ｴﾎﾝ/ﾍﾟ        

7 ソルビム　お正月の晴れ着　2　男の子編 ペ ヒョンジュ∥絵と文 セーラー出版 2007.11 1200639696 ｴﾎﾝ/ﾍﾟ         

8 マンヒのいえ クォン ユンドク∥絵と文 セーラー出版 1998.7 1200311353 ｴﾎﾝ/ｸ        

9 わたしの社稷洞 キム イネ∥文 アートン 2004.10 1200390134 ｴﾎﾝ/ｷ        

韓国・朝鮮半島のむかしばなし絵本
No.  資料名 著者名 出版者 出版年 資料コード 請求記号

1 青い竜と黄色い竜 松谷 みよ子∥文 太平出版社 2003.4 1200343018 ｴﾎﾝ/ｶ         

2 あずきがゆばあさんとトラ チョ ホサン∥文 アートン 2004.11 1200397527 ｴﾎﾝ/ﾁ        

3 あまのじゃくなかえる イ サンベ∥ぶん 少年写真新聞社 2005.2 1200144853 ｴﾎﾝ/ｲ        

4 あわ一つぶでよめをもらったわかもの イ ミエ∥ぶん 少年写真新聞社 2006.5 1200808697 ｴﾎﾝ/ｲ        

5 石をとらえたお役人 エドワード　アダムス∥文 少年写真新聞社 2006.7 1200807988 ｴﾎﾝ/ﾁ

6 いぬとねこ　韓国のむかしばなし ソ ジョンオ∥再話 光村教育図書 2007.7 1200625562 ｴﾎﾝ/ｿ        

7 うさぎのさいばん キム セシル∥ぶん 少年写真新聞社 2005.2 1200144861 ｴﾎﾝ/ｷ         

8 おどりトラ　韓国・朝鮮の昔話 金森 襄作∥再話 福音館書店 1991 1200108734 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2599        

9 おどりのすきなとら 松谷 みよ子∥作 太平出版社 1999.3 1200290003 ｴﾎﾝ/ｶ         

10 おばけのトッカビと朝鮮人参 水谷 章三∥作 太平出版社 1999.3 1200290011 ｴﾎﾝ/ｶ         

11 クムカン山のトラたいじ 松谷 みよ子∥文 ほるぷ出版 1991.11 1200111456 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2865   

12 このよでいちばん大きな男の子 キム セシル∥ぶん 少年写真新聞社 2005.2 1200144879 ｴﾎﾝ/ｷ          

13 さびしがりやのトッケビ ハン ビョンホ∥作　絵 平凡社 2006.8 1200589214 ｴﾎﾝ/ﾊ         

14 しろいまゆげのトラ イ ジンスク∥文 瑞雲舎 2007.11 120063878 ｴﾎﾝ/ｲ        

15 チゲとむしろとおばあさんのとらたいじ 小沢 清子∥文 太平出版社 2000.5 1200305280 ｴﾎﾝ/ｶ         

16 天馬とにじのばち 蔡　峻∥え 朝鮮青年社 1985.10 1200051371 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2071     

17 トッケビのこんぼう チョン チャジュン∥文 平凡社 2003.7 1200348926 ｴﾎﾝ/ﾁ 

18 とらとほしがき　韓国のむかしばなし パク ジェヒョン∥再話　絵 光村教育図書 2006.11 1200804951 ｴﾎﾝ/ﾊﾟ         

19 とらよりこわいほしがき 小沢 清子∥文 太平出版社 2003.4 1200345419 ｴﾎﾝ/ｶ        

20 パンチョギ ソ ジュンエ∥ぶん 少年写真新聞社 2006.5 1200528774 ｴﾎﾝ/ｿ         

21 ひきがえるのおんがえし 藤 かおる∥文 太平出版社 1999.9 1200516647 ｴﾎﾝ/ｶ         

22 人食いとらのおんがえし 松谷 みよ子∥文 佼成出版社 2007.4 1200620225 ｴﾎﾝ/ﾏ        

韓国の絵本(えほん）リスト

おとなりの国、韓国では絵本がた～くさん出版（しゅっぱん）されています。 
としょかんにもあるので、ぜひ読(よ）んでみてね！ 



No.  資料名 著者名 出版者 出版年 資料コード 請求記号

23 ゆらゆらゆくよ クォン ジョンセン∥文 小峰書店 2007.10 1200635835 ｴﾎﾝ/ｸ        

24 山をはこんだ九ひきの竜 松谷 みよ子∥文 佼成出版社 2007.4 1200620175 ｴﾎﾝ/ﾏ         

25 七人のふしぎなじいさま 水谷 章三∥文 佼成出版社 2007.4 12000620183 ｴﾎﾝ/ﾐ

26 竜宮城へいった娘 エドワード　アダムス∥文 蝸牛社 1984.12 1200109203
ｴﾎﾝ/
ﾃｲ2641/9

そのほかのおはなし絵本
No.  資料名 著者名 出版者 出版年 資料コード 請求記号

1 あなぐまさんちのはなばたけ クォン ジョンセン∥文 平凡社 2001.6 1200272803 ｴﾎﾝ/ｸ         

2 あめ じょあじょあ イ ミエ∥文 光村教育図書 2009.6 1200673968 ｴﾎﾝ/ｲ         

3 あめがふるひに… イ ヘリ∥文 絵 くもん出版 2005.5 1200427530 ｴﾎﾝ/ｲ       

4 いっしょにごはんたべよ ペク ソク∥文 平凡社 2005.1 1200144366 ｴﾎﾝ/ﾍﾟ        

5 うさぎのおるすばん イ ホベク∥作 平凡社 2003.9 1200355624 ｴﾎﾝ/ｲ    

6 うしとトッケビ イ サン∥文 アートン 2004.3 1200372223 ｴﾎﾝ/ｲ        

7 うんちのちから ホ ウンミ∥ぶん 主婦の友社 2006.10 1200593281 ｴﾎﾝ/ﾎ        

8 おおいそがし、こいそがし ユン クビョン∥文 平凡社 2003.10 1200358644 ｴﾎﾝ/ﾕ     

9 かあさんまだかな イ テジュン∥文 フレーベル館 2005.10 1200548285 ｴﾎﾝ/ｲ         

10 かぜひいちゃったひ キム ドンス∥作　絵 岩崎書店 2004.2 1200403366 ｴﾎﾝ/ｷ     

11 くらやみのくにからきたサプサリ チョン スンガク∥絵と文 アートン 2004.6 1200380838 ｴﾎﾝ/ﾁ        

12 クリムのしろいキャンバス イ ヒョンジュ∥さく 福音館書店 2014.10 1200388819 ｴﾎﾝ/ｲ         

13 こいぬのうんち クォン ジョンセン∥文 平凡社 2000.9 1200257002 ｴﾎﾝ/ｸ        

14 こかげにごろり 金森 襄作∥再話 福音館書店 2005.9 1200540407 ｴﾎﾝ/ﾁ        

15 こころの家 キム ヒギョン∥文 岩波書店 2012.3 1200702593 ｴﾎﾝ/ｷ        

16 こだぬきさんちのはるむかえ クォン ジョンセン∥さく 小学館 2005.2 1200406450 ｴﾎﾝ/ｸ         

17 さいごにのこるの、だあれだ ユン クビョン∥文 平凡社 2003.10 1200358651 ｴﾎﾝ/ﾕ        

18 しろいはうさぎ クォン ユンドク∥文　絵 福音館書店 2007.5 1200621421 ｴﾎﾝ/ｸ       

19 スニちゃん、どこゆくの ユン クビョン∥文 平凡社 2003.6 1200346383 ｴﾎﾝ/ﾁ        

20 だれかな、だれだろ シム チョウォン∥文 平凡社 2003.11 1200359907 ｴﾎﾝ/ｼ      

21 つまんなくってさ ユン クビョン∥文 平凡社 2003.6 1200346391 ｴﾎﾝ/ﾕ        

22 パパといっしょに イ サンクォン∥文 アートン 2004.9 1200387890 ｴﾎﾝ/ｲ      

23 ふしぎなかけじく イ ヨンギョン∥絵と文 アートン 2004.4 1200375051 ｴﾎﾝ/ｲ      

24 ふしぎなしろねずみ チャン チョルムン∥文 岩波書店 2009.6 1200674107 ｴﾎﾝ/ﾁ        

25 ふわふわくもパン ペク ヒナ∥文と絵 小学館 2006.4 1200572384 ｴﾎﾝ/ﾍﾟ        

26 ヘチとかいぶつ チョン ハソプ∥文 アートン 2004.5 1200379202 ｴﾎﾝ/ﾁ        

27 べんきょうなんてやるもんか! キム ヨンジン∥絵 フレーベル館 2007.9 1200633855 ｴﾎﾝ/ｲ      

28 よじはんよじはん ユン ソクチュン∥ぶん 福音館書店 2007.5 1200621587 ｴﾎﾝ/ﾕ        

29 ヨンイのビニールがさ ユン ドンジェ∥作 岩崎書店 2006.5 1200528824 ｴﾎﾝ/ﾕ        

30 蚊とうし ヒョン ドンヨム∥文 アートン 2004.7 1200384814 ｴﾎﾝ/ﾋ        


