
福井県の昔話・伝説タイトル一覧

福井県全体を収録範囲とした主な昔話・伝説集（例：福井県の民話）に含まれる個々のタイトル一覧です。

各市町を収録範囲とした昔話・伝説集（例：かっちゃまむかしばなし）は含まれません。

話の舞台となっている地名（記述のないものは伝承地または伝承者の出身地）で分類しました。

現在の市町別（50音順）に並んでいます。

どの地域が舞台になっているのか判明しないものは福井県の話としました。

青字で表示されている本のタイトルをクリックすると、福井県立図書館の所蔵情報画面に遷移します。

現市町名 タイトル 掲載資料のタイトル 出版社 出版年
資料に出てくる地
名

備考

あわら市 嶺北 あわら市 犬とごとく p 248 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 金津

嶺北 あわら市 おとし話 p 179 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 金津

嶺北 あわら市 鹿島 p 69 福井の伝説 日本標準 1980 金津

嶺北 あわら市 鹿島 p 151 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　金津

嶺北 あわら市 春日神社 p 58 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 芦原

嶺北 あわら市 金津の小便仏 p 42 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 金津

嶺北 あわら市 雷と不動尊 p 205 北陸 北国の語り 小学館 1983 芦原

嶺北 あわら市 祇園牛頭天王 p 18 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 芦原

嶺北 あわら市 剣（けん）が岳 p 61 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 金津

嶺北 あわら市 しょうべん仏 p 104 福井の伝説 日本標準 1980 金津

嶺北 あわら市 小便仏 p 145 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 金津

嶺北 あわら市 千束一里塚 p 19 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 金津

嶺北 [あわら市]ちいさなかんのんさま p 9 福井県版 あおぞら文庫 1ねん 日本標準 1992 坂井郡
しょうべん
仏より

嶺北 あわら市 稚児が淵 p 77 福井の伝説 日本標準 1980 金津

嶺北 あわら市 玉（とう）の江橋 p 159 福井の伝説 日本標準 1980 芦原

嶺北 あわら市 玉（とう）の江橋 p 149 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　芦原

嶺北 あわら市 なぞの仏さま p 42 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 金津・東山

嶺北 あわら市 肉付きの面と嫁おどし谷 p 240 福井の伝説 日本標準 1980 金津

嶺北 あわら市 ばべんのねこ p 153 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　金津

嶺北 あわら市 ばべんのばば p 56 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 金津

嶺北 あわら市 馬面のばば p 21 福井の伝説 日本標準 1980 金津

嶺北 あわら市 幽霊の足跡 p 30 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 金津

嶺北 あわら市 吉崎のこなご p 14 ふくいの民話 福井新聞社 1980 金津

嶺北 あわら市 吉崎山 p 106 福井の伝説 日本標準 1980 金津

嶺北 あわら市 嫁おどし p 62 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 金津

嶺北 あわら市 嫁おどし p 207 北陸 北国の語り 小学館 1983 金津

嶺北 あわら市 嫁威し谷肉附の面 p 196 日本の伝説北陸 河出書房新社 2019 吉崎

嶺北 あわら市 嫁威肉づき面の伝説 p 6 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 金津

嶺北 あわら市 嫁おどしの肉づき面 p 160 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 吉崎

嶺北 あわら市 嫁おどしの面 p 18 福井県の民話 偕成社 1983 金津

池田町 嶺北 池田町 あほむこさん p 159 福井のむかし話 日本標準 1977 池田

嶺北 池田町 おとし話 p 177 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 池田

嶺北 池田町 切株の龍 p 76 ふくいの民話 石畝弘之 1998 池田

嶺北 池田町 金の牛 p 208 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 今立郡　池田

嶺北 池田町 黒い雨 p 163 ふくいの民話 石畝弘之 1998 池田

嶺北 池田町 三尊仏さま p 40 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 池田

嶺北 池田町 誠徳寺（じょうとくじ）の仏様 p 77 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 池田

嶺北 池田町 白いツバキ p 16 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 池田・東青

嶺北 池田町 白いツバキ p 92 ふくいの民話 石畝弘之 1998 池田

嶺北 池田町 高砂やあ p 159 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 池田

嶺北 池田町 泣いた切り株 p 6 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 池田・小畑

嶺北 池田町 水海の能舞伝説 p 12 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 池田

嶺北 池田町 ふしぎな力 p 46 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 池田・千代谷

嶺北 池田町 平家の落人 p 80 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 池田

嶺北 池田町 ホトトギスの兄弟 p 243 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 池田

嶺北 池田町 まんが淵 p 79 福井の伝説 日本標準 1980 池田

嶺北 池田町 水海能楽 p 247 福井の伝説 日本標準 1980 池田

嶺北 池田町 夜叉ヶ池の蛇聟 p 236 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 池田

嶺北 池田町 竜双が滝 p 83 福井の伝説 日本標準 1980 池田

永平寺町 嶺北 永平寺町 石の女神さん p 87 福井県の民話 偕成社 1983 上志比

嶺北 [永平寺町]命拾いした神さま p 189 子どもに贈る昔ばなし 9 小澤昔ばなし研究所 2008 [松岡]

嶺北 永平寺町 うらみのうすずみザクラ p 115 福井県の民話 偕成社 1983 松岡

嶺北 永平寺町 永平寺 p 120 福井の伝説 日本標準 1980 永平寺

嶺北 永平寺町 永平寺 p 250 福井の伝説 日本標準 1980 永平寺

嶺北 永平寺町 永平寺 p 44 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 永平寺

嶺北 [永平寺町]大男のもちつき p 45 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 巻末地図より

嶺北 永平寺町 おこり石 p 151 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 松岡

嶺北 永平寺町 おみつときつね p 6 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 上志比

嶺北 永平寺町 おみつのよめ入り p 59 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 上志比

嶺北 永平寺町 おわれだかれ p 16 ふくいの民話 福井新聞社 1980 松岡

嶺北 永平寺町 おわれだかれ p 183 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 松岡

嶺北 永平寺町 かね山 p 8 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 永平寺・下浄法寺

嶺北 永平寺町 岩流姫（がんりゅうひめ） p 187 福井の伝説 日本標準 1980 上志比

嶺北 永平寺町 血脈池（けちみゃくいけ） p 45 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 永平寺

嶺北 永平寺町 五百羅漢 p 205 北陸 北国の語り 小学館 1983 永平寺

嶺北 永平寺町 十郷用水 p 11 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 永平寺
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現市町名 タイトル 掲載資料のタイトル 出版社 出版年
資料に出てくる地
名

備考

嶺北 永平寺町 竹原の白竜王伝説 p 22 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 吉田郡竹原

嶺北 永平寺町 百石清水（ひゃっこくしょうず） p 236 福井の伝説 日本標準 1980 上志比

嶺北 永平寺町 ヘビ岩 p 52 福井の伝説 日本標準 1980 上志比

嶺北 永平寺町 蛇神さま p 47 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 上志比

嶺北 永平寺町 豆がら太鼓 p 144 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 吉田郡　永平寺

嶺北 永平寺町 室の長者 p 141 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 吉田郡　松岡

嶺北 永平寺町 室の長者 p 41 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 松岡

嶺北 永平寺町 室の長者 p 10 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 松岡

嶺北 永平寺町 山伏塚 p 166 福井の伝説 日本標準 1980 上志比

嶺北 永平寺町 山伏塚 p 12 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 上志比

嶺北 永平寺町 蓮如上人の御影 p 49 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 上志比

越前市 嶺北 越前市 味真野のきつね p 31 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 武生

嶺北 越前市 味真野のキツネ p 17 福井の伝説 日本標準 1980 武生

嶺北 越前市 味真野の白ギツネ p 135 ふくいの民話 石畝弘之 1998 武生

嶺北 越前市 阿波の鳴門 p 223 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 武生

嶺北 越前市 薄墨桜 p 247 福井の伝説 日本標準 1980 今立

嶺北 越前市 馬方と化けだぬき p 225 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 武生

嶺北 越前市 瓜生権左衛門 p 191 福井の伝説 日本標準 1980 武生

嶺北 越前市 瓜生権左衛門 p 213 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 武生

嶺北 越前市 瓜生権左衛門 p 195 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 武生

嶺北 越前市 越前紙すき歌 p 38 福井県の民話 偕成社 1983 今立

嶺北 越前市 越前万歳 p 13 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 武生

嶺北 越前市 円海長者の大牛 p 99 福井県の民話 偕成社 1983 武生

嶺北 越前市 円海の牛 p 200 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 武生

嶺北 越前市 大関　タケおびの権左 p 22 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 武生

嶺北 越前市 大虫神社 p 16 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 武生

嶺北 越前市 岡本の紙祖伝説 p 10 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 今立

嶺北 越前市 鬼が岳 p 16 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 武生

嶺北 越前市 河童の恩返し p 288 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 武生

嶺北 越前市 紙祖神・川上御前 p 41 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 今立

嶺北 越前市 川上御前 p 217 福井の伝説 日本標準 1980 今立

嶺北 越前市 川上御前 p 245 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 今立

嶺北 越前市 川上御前 p 75 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 今立

嶺北 越前市 継体天皇伝説　味真野の里の恋 p 145 北陸 北国の語り 小学館 1983 味真野

嶺北 越前市 けちんぼぼうさん p 212 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 武生

嶺北 越前市 さむらいと化けぎつね p 221 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 武生

嶺北 越前市 自在女 p 18 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 武生

嶺北 越前市 白い鬼 p 6 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959
武生・鬼が岳　白
鬼女橋

嶺北 越前市 神木二本杉 p 146 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 宮崎

嶺北 越前市 雑煮食わず p 93 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 武生

嶺北 越前市 宝のとっくり p 39 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 今立

嶺北 越前市 竹の根のセミ p 14 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 今立・粟田部

嶺北 越前市 長者の大牛 p 10 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 武生・文室

嶺北 越前市 千代鶴国安 p 248 福井の伝説 日本標準 1980 武生

嶺北 越前市 通幻禅師 p 30 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 武生

嶺北 越前市 トビ岩 p 64 ふくいの民話 石畝弘之 1998 武生

嶺北 越前市 仁田四郎の最期 p 135 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 武生

嶺北 越前市 はたを織る石 p 43 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 今立

嶺北 越前市 鼻かけ地蔵 p 24 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 武生

嶺北 越前市 花筐桜の伝説 p 14 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 今立

嶺北 越前市 ばばのせぎ p 109 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 武生

嶺北 越前市 日野山 p 138 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 武生

嶺北 越前市 平家が開いた城福寺 p 136 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 武生

嶺北 越前市 水無（みなせ）川 p 207 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 武生

嶺北 越前市 源範頼 p 149 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 今立

嶺北 越前市 もるぞおそろし p 12 ふくいの民話 福井新聞社 1980 武生

嶺北 越前市 もるぞおそろし p 221 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 武生

嶺北 越前市 弥平蛇池 p 70 福井の伝説 日本標準 1980 武生

嶺北 越前市 ゆうれいのアメ買い p 111 ふくいの民話 石畝弘之 1998 武生

嶺北 越前市 余川の炭 p 202 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 武生

越前町 嶺北 越前町 朝日観音 p 97 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 朝日

嶺北 越前町 天谷の湯の神様 p 35 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 朝日

嶺北 越前町 糸生 p 249 福井の伝説 日本標準 1980 朝日

嶺北 越前町 忍熊王（おしくまのおう）と鬼神 p 139 福井の伝説 日本標準 1980 越前・織田

嶺北 越前町 織田焼 p 249 福井の伝説 日本標準 1980 織田

嶺北 越前町 烏が岳の菊 p 98 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 朝日
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備考

嶺北 越前町 観音様の言い伝え p 37 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 越前

嶺北 越前町 きよさだ行者 p 216 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 丹生郡　越前

嶺北 越前町 幸若丸 p 95 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 朝日

嶺北 越前町 三昧坂の松つぁん p 197 福井の伝説 日本標準 1980 朝日

嶺北 越前町 蝉丸の墓 p 99 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 宮崎

嶺北 越前町 蝉丸の墓 p 39 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 宮崎

嶺北 越前町 善帆・善船 p 104 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 越前

嶺北 越前町 左右（そう）村と善舟・善房家 p 147 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 越前

嶺北 越前町 大蛇の恩返し p 53 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 織田

嶺北 越前町 泰澄大師 p 133 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井と朝日

嶺北 越前町 タラ売り地蔵 p 99 福井の伝説 日本標準 1980 朝日

嶺北 越前町 たら売り地蔵 p 219 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 丹生郡　越前

嶺北 越前町 稚子の小松 p 102 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 宮崎

嶺北 越前町 津田家 p 112 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 織田

嶺北 越前町 剣神社 p 108 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 織田

嶺北 越前町 剣御子寺鐘 p 112 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 織田

嶺北 越前町 常盤峡（ときわきょう）のキツネ p 19 福井の伝説 日本標準 1980 織田

嶺北 越前町 ニワトリのしかえし p 141 福井県の民話 偕成社 1983 越前町

嶺北 越前町 火伏せの鐘 p 38 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 織田

嶺北 越前町 ふせり行者 p 213 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 丹生郡　越前

嶺北 越前町 竜典（りゅうてん）長者 p 66 福井の伝説 日本標準 1980 宮崎

嶺北 越前町 竜典（りゅうでん）長者 p 210 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 丹生郡　宮崎

おおい町 嶺南 おおい町 安倍家 p 246 福井の伝説 日本標準 1980 名田庄

嶺南 おおい町 安倍家（1） p 125 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 名田庄

嶺南 おおい町 安倍家（2） p 128 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 名田庄

嶺南 おおい町 石山寺 p 38 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 大飯・石山

嶺南 おおい町 石山の観音さん p 184 福井の伝説 日本標準 1980 大飯

嶺南 おおい町 いなりのとりい p 86 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 いびきのブテ p 141 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 うそつき名人 p 52 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 うそのつき納め p 54 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 大力自慢のシイの失敗 p 43 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 遠敷郡　名田庄

嶺南 おおい町 おおとしの客 p 32 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 名田庄

嶺南 おおい町 臆病者のけが p 59 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 踊る三毛猫 p 62 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 狐に憑かれた婆さん p 65 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡　大飯

嶺南 おおい町 巨人の島担ぎ p 49 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 大飯

嶺南 おおい町 くさんのとがい p 82 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 クタクタ p 103 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 九年母（くねんぼ） p 106 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 首まきそうめん p 68 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 けちんぼ p 78 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 けちんぼの上手 p 76 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 弘法大師 p 36 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 遠敷郡　名田庄

嶺南 おおい町 弘法の九十九谷 p 67 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 名田庄

嶺南 おおい町 黒大（こくだい）のげーひ p 112 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 ごろ池 p 49 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 遠敷郡　名田庄

嶺南 おおい町 三人の子を産んだら p 122 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 名田庄

嶺南 おおい町 四十がら山がら p 143 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 時節到来 p 93 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 小心者がかいた恥 p 72 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 しるしの松 p 100 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 スイットン p 155 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 千のだんご p 91 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 名田庄

嶺南 おおい町 たぬきの八畳じき p 153 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 ちゃっくりがき p 40 ふくいの民話 福井新聞社 1980 大飯

嶺南 おおい町 ちゃっくりがき p 108 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 茶つぼ p 134 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 [おおい町]つるのよめさん p 181 子どもに贈る昔ばなし 9 小澤昔ばなし研究所 2008 [名田庄]

嶺南 おおい町 できないモモ p 38 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 名田庄・槇谷

嶺南 おおい町 胴欲河原 p 167 ふくいの民話 石畝弘之 1998 大飯　佐分利

嶺南 おおい町 胴欲河原（どうよくがわら） p 183 福井の伝説 日本標準 1980 大飯

嶺南 おおい町 殿さまを化かした狐 p 56 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 西谷の乳銀杏 p 311 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 名田庄

嶺南 おおい町 ねずの世じゃもの p 131 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 能善がつらの皮 p 84 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 ばかむこさん p 90 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 化けの皮あらわしたたぬき p 70 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 はなすとおちる p 157 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 ハラゴミとワリキ p 112 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 名田庄
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嶺南 おおい町 人身供養 p 130 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 大飯

嶺南 おおい町 ひょうたんの種 p 74 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 深谷（ふかたに）のシイ p 70 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 ぶつぶつ p 36 ふくいの民話 福井新聞社 1980 名田庄

嶺南 おおい町 フーフーポンポン p 95 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 ふるやのもるぞ p 151 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 へっこ　へっこ p 148 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 宝楽寺の飛梅 p 300 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 大飯

嶺南 おおい町 ぼんさば p 80 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡　大飯

嶺南 おおい町 まま子とお地ぞうさん p 116 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 まま子の出世 p 120 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 短い話 p 159 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 耳もそろかや p 123 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大飯郡

嶺南 おおい町 文字問答 p 74 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大飯郡

嶺南 おおい町 夢見出世 p 17 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 名田庄

嶺南 おおい町 よめとしゅうとのちえくらべ p 143 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 名田庄

嶺南 おおい町 竜の目玉 p 38 ふくいの民話 福井新聞社 1980 名田庄

大野市 嶺北 大野市 青葉の笛 p 52 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 和泉

嶺北 大野市 赤・白・青のチョウチョ p 241 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 和泉

嶺北 大野市 穴馬 p 204 北陸 北国の語り 小学館 1983 和泉

嶺北 大野市 あみだ坂 p 155 福井の伝説 日本標準 1980 和泉

嶺北 大野市 伊勢峠の切られぬ大杉 p 219 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 和泉

嶺北 大野市 市布 p 176 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大野郡

嶺北 大野市 糸つみ女 p 91 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 和泉

嶺北 大野市 糸つみ女 p 109 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 和泉

嶺北 大野市 いぶりの山 p 2 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 大野・飯降山

嶺北 大野市 飯降山 p 25 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 大野

嶺北 大野市 飯降山 p 167 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大野

嶺北 大野市 飯降山の伝説 p 131 ふくいの民話 石畝弘之 1998 大野

嶺北 大野市 飯降山の伝説 p 20 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 大野

嶺北 大野市 いぼとり岩 p 213 福井の伝説 日本標準 1980 大野

嶺北 大野市 大杉 p 144 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 和泉

嶺北 大野市 オットドリ p 232 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大野郡

嶺北 大野市 夫の池・妻の池 p 205 北陸 北国の語り 小学館 1983 和泉

嶺北 大野市 鬼のしゃくし p 234 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大野郡

嶺北 大野市 鬼のしゃくし p 49 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 西谷

嶺北 大野市 川太郎の疵薬 p 283 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 和泉

嶺北 大野市 川流れ地蔵さま p 26 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 和泉

嶺北 大野市 キツネのお産 p 26 福井の伝説 日本標準 1980 大野

嶺北 大野市 キツネのお産 p 9 福井県版 あおぞら文庫 2ねん 日本標準 1992 大野

嶺北 大野市 キツネのおれい p 93 福井県の民話 偕成社 1983 大野

嶺北 大野市 くらが淵 p 27 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 大野

嶺北 大野市 五郎丸塚と松丸城 p 29 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 大野

嶺北 大野市 権六と浄念坊 p 36 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 大野

嶺北 大野市 篠座神社の目薬水 p 206 北陸 北国の語り 小学館 1983 大野

嶺北 大野市 しょうずの話 p 121 ふくいの民話 石畝弘之 1998 大野

嶺北 大野市 菖蒲池のオオカミ p 25 福井の伝説 日本標準 1980 大野

嶺北 大野市 すべて金 p 81 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 和泉

嶺北 大野市 世界一の力持ち p 28 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 大野

嶺北 大野市 ぜにがめ p 210 福井の伝説 日本標準 1980 大野

嶺北 大野市 銭がめ p 169 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大野

嶺北 大野市 大蛇のいけにえ p 84 福井の伝説 日本標準 1980 大野

嶺北 大野市 だんごコロコロ p 16 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 和泉

嶺北 大野市 ツルツルあたまに毛が生えて p 122 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 西谷

嶺北 大野市 出会いが淵のカワラエ p 30 福井の伝説 日本標準 1980 西谷

嶺北 大野市 出会い坂 p 152 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 西谷

嶺北 大野市 出会い坂 p 236 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大野郡

嶺北 大野市 天ぐの隠れみの p 47 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 和泉

嶺北 [大野市] 天狗のかくれ笠 p 185 子どもに贈る昔ばなし 9 小澤昔ばなし研究所 2008 [大野]

嶺北 大野市 なんなはんのまま p 129 福井県の民話 偕成社 1983 和泉

嶺北 大野市 白馬洞の伝説 p 16 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 和泉

嶺北 大野市 白馬洞の乙姫 p 88 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 和泉

嶺北 大野市 ハトが湯 p 20 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 大野・打波

嶺北 大野市 はとが湯 p 57 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 大野

嶺北 大野市 花山峠の地蔵さん p 25 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 大野

嶺北 大野市 半殺し　本殺し p 166 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 大野

嶺北 大野市 深い岩穴 p 44 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 大野・穴馬

嶺北 大野市 平家村 p 180 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大野郡

嶺北 大野市 仏御前 p 139 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 大野

嶺北 大野市 マナ姫の伝説 p 14 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 大野

嶺北 大野市 もち争い p 84 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 和泉

嶺北 大野市 もち争い p 292 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 大野郡和泉

嶺北 大野市 もちがくいつく p 155 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 和泉

嶺北 大野市 もちは化け物 p 155 福井のむかし話 日本標準 1977 和泉

嶺北 大野市 夜叉が池 p 143 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 和泉
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嶺北 大野市 山鳩が見つけた温泉 p 171 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大野

嶺北 大野市 竜宮城の入り口 p 173 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 大野郡

嶺北 [大野市] リンカジンとガガジン p 69 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 巻末地図より

嶺北 大野市 わかご坂 p 36 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 大野・若生子

嶺北 大野市 わんかし岩 p 4 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958
大野・土布古（つ
ちふご）

小浜市 嶺南 小浜市 犬上（いぬがみ）のあか p 56 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 鵜ノ瀬 p 204 北陸 北国の語り 小学館 1983 小浜

嶺南 小浜市 沖の石 p 159 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 小浜

嶺南 小浜市 遠敷と加茂の神争い p 21 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 小浜

嶺南 小浜市 お水送り p 220 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 お水送り p 232 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 小浜

嶺南 小浜市 怪力シイ p 226 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 怪力椎（しい） p 80 ふくいの民話 石畝弘之 1998 小浜

嶺南 小浜市 垣根の珊瑚 p 33 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 小浜

嶺南 小浜市 数問答 p 166 福井県の民話 偕成社 1983 小浜

嶺南 小浜市 かっぱと彦左衛門 p 48 ふくいの民話 石畝弘之 1998 小浜

嶺南 小浜市 からかさ地蔵 p 30 ふくいの民話 福井新聞社 1980 小浜

嶺南 小浜市 組屋地蔵 p 194 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 五人座頭 p 58 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 猿の嫁取り p 46 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 小浜市遠敷

嶺南 小浜市 しょうぶ湯 p 54 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 じんべい観音 p 21 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 小浜

嶺南 小浜市 じんべえ観音 p 34 ふくいの民話 福井新聞社 1980 小浜

嶺南 小浜市 じんべえ観音 p 23 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 小浜

嶺南 小浜市 ダイコンおろし p 26 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 小浜

嶺南 小浜市 ダイコンおろし p 56 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 小浜

嶺南 小浜市 大根のびっくりぎょうてん p 24 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 小浜

嶺南 小浜市 大蛇退治 p 47 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 大力の椎（つち）の話 p 62 福井県の民話 偕成社 1983 小浜

嶺南 小浜市 滝の天神の清水 p 190 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 だらなおじぼん p 29 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 小浜

嶺南 小浜市 ちからもちのシイ p 32 ふくいの民話 福井新聞社 1980 小浜

嶺南 小浜市 チョコ　ダンゴ p 169 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 小浜

嶺南 小浜市 つけもんくれ p 157 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 小浜

嶺南 小浜市 てんぐのツメ p 38 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 小浜

嶺南 小浜市 てんぐのつめ p 202 福井のむかし話 日本標準 1977 小浜

嶺南 小浜市 テングの爪 p 22 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 小浜・国富

嶺南 小浜市 天狗のつめ p 49 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 天狗の爪跡 p 207 北陸 北国の語り 小学館 1983 小浜

嶺南 小浜市 てんぐのつめあと p 202 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 小浜

嶺南 小浜市 通り堂 p 183 ふくいの民話 石畝弘之 1998 小浜

嶺南 小浜市 トンチなぞかけ p 28 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 小浜

嶺南 小浜市 二月堂修法の若狭水 p 232 日本の伝説北陸 河出書房新社 2019 小浜

嶺南 小浜市 人魚の肉 p 18 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 小浜・東勢

嶺南 小浜市 人魚の肉 p 115 ふくいの民話 石畝弘之 1998 小浜

嶺南 小浜市 八助稲荷 p 75 福井県の民話 偕成社 1983 小浜

嶺南 小浜市 八助稲荷 p 51 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 八百びくに p 128 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 八百びくに p 24 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 小浜・雲浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼 p 225 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼 p 122 福井県の民話 偕成社 1983 小浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼 p 20 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 小浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼 p 11 福井県版 青空文庫 4年 日本標準 1992 小浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼　人魚の肉を食べた娘 p 133 北陸 北国の語り 小学館 1983 小浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼物語 p 137 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 小浜

嶺南 小浜市 ばんじょうのたぬき p 61 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 深谷（ふかたに）のシイ p 70 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 ふたりむこ p 67 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 へびの知恵 p 27 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 小浜

嶺南 小浜市 へびの嫁もらい p 64 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

嶺南 小浜市 ほうそうの神 p 218 福井の伝説 日本標準 1980 小浜

嶺南 小浜市 豆神さま p 52 福井県の民話 偕成社 1983 小浜

嶺南 小浜市 源三位頼政 p 159 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 小浜

嶺南 小浜市 むこよばれ p 157 福井のむかし話 日本標準 1977 小浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼と人魚 p 208 日本の伝説北陸 河出書房新社 2019 小浜

嶺南 小浜市 八百比丘尼の伝説 p 18 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 小浜

嶺南 小浜市 八百姫物語　その１ p 16 ふくいの民話 石畝弘之 1998 小浜

嶺南 小浜市 八百姫物語　その２ p 20 ふくいの民話 石畝弘之 1998 小浜

嶺南 小浜市 矢代観音 p 157 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 小浜

嶺南 小浜市 矢代手杵祭り縁起　唐船の惨劇 p 170 北陸 北国の語り 小学館 1983 小浜

嶺南 小浜市 頼政の化け物退治 p 175 ふくいの民話 石畝弘之 1998 若狭　矢代

嶺南 小浜市 若狭井の伝説 p 20 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 小浜

嶺南 小浜市 若狭の水 p 26 福井県の民話 偕成社 1983 小浜

嶺南 小浜市 若狭のお水送り p 47 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 小浜

勝山市 嶺北 勝山市 穴壁 p 205 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山・北谷
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嶺北 勝山市 岩如来 p 206 福井の伝説 日本標準 1980 勝山

嶺北 勝山市 岩如来 p 205 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 勝山

嶺北 勝山市 岩如来 p 9 福井県版 青空文庫 3年 日本標準 1992 勝山

嶺北 勝山市 牛岩・馬岩 p 24 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 勝山

嶺北 勝山市 牛が谷 p 18 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 勝山・野向町猿倉

嶺北 勝山市 永平寺の豆太鼓 p 167 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 勝山

嶺北 勝山市 大酒飲みとヒョウタン p 99 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 おかまが淵 p 204 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 おひとみさん p 146 福井の伝説 日本標準 1980 勝山

嶺北 勝山市 雷と助七壁 p 24 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 観音様のさずかり子 p 103 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 楠木正成の墓 p 206 北陸 北国の語り 小学館 1983 勝山

嶺北 勝山市 九郎兵衛の難題 p 199 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 座頭（ザット）たちの物語　その１～３ p 139 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 舌切りすずめ p 8 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 勝山

嶺北 勝山市 したきりすずめ p 9 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 七郎左（しちろざ）かくぞ p 182 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 勝山

嶺北 勝山市 酒呑童子　その１ p 151 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 酒呑童子　その２ p 155 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 酒呑童子　その３ p 159 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 しょうずの話 p 119 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 しょうぶ湯に入るわけ p 206 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山・北谷

嶺北 勝山市 信心深いおばあさん p 12 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 千石マメ p 84 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 勝山

嶺北 勝山市 大じゃを祭る人々 p 195 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 谷城（たにじょう）の落城 p 152 福井の伝説 日本標準 1980 勝山

嶺北 勝山市 太郎・次郎・三郎の話 p 1 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 太郎次郎三郎 p 17 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 勝山

嶺北 勝山市 太郎次郎三郎 p 227 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 勝山

嶺北 [勝山市] 太郎次郎三郎 p 176 子どもに贈る昔ばなし 9 小澤昔ばなし研究所 2008 [勝山]

嶺北 勝山市 力持ちの話 p 179 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 天狗壁 p 16 福井の伝説 日本標準 1980 勝山

嶺北 勝山市 ドーモコーモ p 94 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 勝山

嶺北 勝山市 長い長い話と短い短い話　2 p 297 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 勝山

嶺北 勝山市 長い話 p 112 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 勝山

嶺北 勝山市 長山ムジナ p 32 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 勝山・長山

嶺北 勝山市 ヒヒ退治 p 28 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 平泉池 p 33 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 勝山

嶺北 勝山市 平泉寺 p 31 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 勝山

嶺北 勝山市 べんけいなぎ p 205 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山・北谷

嶺北 勝山市 まま子のクリひろい p 159 福井県の民話 偕成社 1983 勝山

嶺北 勝山市 三つのひょうたん p 32 ふくいの民話 石畝弘之 1998 勝山

嶺北 勝山市 ムジナのしかえし p 204 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 勝山

嶺北 勝山市 むじなの仕返し p 184 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 勝山

嶺北 勝山市 雪にちったニシンづけ p 60 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 勝山

嶺北 勝山市 義経平泉寺へ p 139 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 勝山

坂井市 嶺北 坂井市 汗かき地蔵さん p 22 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 春江

嶺北 坂井市 安島の地名　雄島 p 250 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 安島の地名　下ならそ上ならそ p 250 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 安島の地名　竹の子島 p 250 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 安島の地名　二の浜 p 250 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 生きものの食いがて p 274 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 生き物の食いがて p 73 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 イモほり孝太郎 p 36 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 丸岡

嶺北 坂井市 いもほり孝太郎 p 164 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　丸岡

嶺北 坂井市 いもほり太郎 p 10 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 丸岡・山崎三ケ

嶺北 坂井市 いり豆に花が咲く p 44 ふくいの民話 石畝弘之 1998 丸岡

嶺北 坂井市 海争い p 155 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 海争い p 301 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡　三国

嶺北 坂井市 浦島太郎 p 73 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 三国

嶺北 坂井市 永代桜 p 205 北陸 北国の語り 小学館 1983 三国

嶺北 [坂井市] 越前浦島太郎 p 1 福井県版 青空文庫 5年 日本標準 1992 坂井郡

嶺北 坂井市 越前の海 p 106 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 越前の海 p 295 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡 三国

嶺北 坂井市 大きなぼくり p 28 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会1958 1958 三国・安島

嶺北 坂井市 おおとの王 p 1 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 三国

嶺北 坂井市 おこり石 p 151 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 丸岡

嶺北 坂井市 雄島の神の悪魚退治 p 29 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 三国
モックリ
コックリ

嶺北 坂井市 おはるきつね（1） p 86 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 おはるきつね（2） p 88 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 おはるギツネ p 230 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 三国

嶺北 坂井市 おはるきつねばなし（三話） p 284 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡 三国

嶺北 坂井市 王屋敷（おやしき） p 251 福井の伝説 日本標準 1980 坂井

嶺北 坂井市 霞ヶ城 p 205 北陸 北国の語り 小学館 1983 丸岡
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嶺北 坂井市 霞ヶ城 p 65 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 丸岡

嶺北 坂井市 霞ヶ城の伝説 p 8 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 丸岡

嶺北 坂井市 風見舞い p 97 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 片羽千里 p 92 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 片羽千里 p 293 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡 三国

嶺北 坂井市 片目のお静 p 191 ふくいの民話 石畝弘之 1998 丸岡

嶺北 坂井市 カッパ川流れ p 40 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 丸岡・千田

嶺北 坂井市 かっぽどり p 75 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 カッポドリ p 101 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 坂井

嶺北 坂井市 神様とすもう p 101 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 神さまのすもう p 162 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　三国

嶺北 坂井市 からの船 p 129 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 かわうそどんときつねどん p 290 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 かわうそどんときつねどん p 79 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 河上城 p 151 福井の伝説 日本標準 1980 丸岡

嶺北 坂井市 カワッパ p 227 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 丸岡

嶺北 坂井市 がんどんがんどん p 81 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 がんどんがんどん p 281 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 関白さん p 104 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 こうの池善右衛門 p 22 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 こうの池善右衛門 p 260 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 コッパイと入道 p 93 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 コッパイと入道 p 307 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 小話 p 110 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 御油屋の毒消しと大蛇 p 202 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 丸岡

嶺北 坂井市 崎と安島の海ざかい p 234 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 薩摩の男（とんち話） p 258 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 さらい橋 p 40 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 丸岡・長崎

嶺北 坂井市 さらい橋のタケノコ p 250 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 丸岡

嶺北 坂井市 さるの生き肝 p 78 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 さるの生き肝 p 279 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 三人の男（とんち話） p 259 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 地獄問答 p 107 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 地獄問答 p 302 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 舌切りすずめ p 8 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 舌切りすずめ p 243 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 白い子黒い子 p 105 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 親鸞の黄楊堂 p 313 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 丸岡

嶺北 坂井市 千石平 p 22 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 丸岡・鳴鹿

嶺北 坂井市 そば河戸 p 21 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 丸岡

嶺北 坂井市 宝のとっくり p 270 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 力持ちの新左衛門 p 251 福井の伝説 日本標準 1980 丸岡

嶺北 坂井市 天ぐの扇 p 246 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 天狗の扇 p 43 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 天ぐの掛け算 p 60 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 天ぐの掛け算 p 251 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 てんで持ち p 103 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 東尋坊 p 128 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 東尋坊 p 45 福井県の民話 偕成社 1983 三国

嶺北 坂井市 東尋坊 p 57 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 三国

嶺北 坂井市 東尋坊 p 146 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　三国

嶺北 坂井市 東尋坊 p 205 日本の伝説北陸 河出書房新社 2019 三国

嶺北 坂井市 東尋坊 p 17 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 三国

嶺北 坂井市 東尋坊縁起 p 240 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 三国

嶺北 坂井市 東尋坊の伝説 p 4 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 三国

嶺北 坂井市 東尋坊由来　荒海に沈んだ僧 p 165 北陸 北国の語り 小学館 1983 三国

嶺北 坂井市 堂と金の壷 p 71 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 坂井

嶺北 坂井市 毒消しの松 p 251 福井の伝説 日本標準 1980 丸岡

嶺北 坂井市 トルロのかみそり p 156 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 トルロのかみそり p 299 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡　三国

嶺北 坂井市 長屋橋の大ジャ p 68 ふくいの民話 石畝弘之 1998 丸岡

嶺北 坂井市 長屋橋の松屋地蔵さん p 20 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 坂井

嶺北 坂井市 庭はきこさじ p 20 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 庭はきこさじ p 277 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 ねこの絵 p 58 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 ねこの絵 p 263 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 白山神社のご神体 p 16 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 三国

嶺北 坂井市 花咲かじい p 3 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 花咲かじい p 237 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡　三国

嶺北 坂井市 はなし p 115 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 はなしのはなし三つ p 268 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 浜あらそい p 14 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 三国・崎浦

嶺北 坂井市 はらみ女のたたり p 70 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 春江

嶺北 坂井市 へこきじじい p 13 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 へびの約束 p 299 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡　丸岡

嶺北 坂井市 弁慶の抜け穴 p 149 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 三国
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嶺北 坂井市 松屋のびんつけ p 75 福井の伝説 日本標準 1980 坂井・丸岡

嶺北 坂井市 松屋のびんつけ p 34 福井県の民話 偕成社 1983 丸岡・坂井

嶺北 坂井市 松屋のびんつけ p 157 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　丸岡

嶺北 坂井市 松屋びんつけと蛇聟 p 200 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 丸岡
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えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 三国

嶺北 坂井市 耳かけそうめん p 96 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 耳かけそうめん p 305 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 むこよび p 98 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 むすこの病気（とんち話） p 259 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 坂井郡[三国]

嶺北 坂井市 モックリコックリ p 125 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 三国

嶺北 坂井市 モックリコックリ p 182 福井の伝説 日本標準 1980 三国

嶺北 坂井市 もっくりこっくり p 55 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 三国

嶺北 坂井市 もっくりこっくり p 159 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 坂井郡　三国

嶺北 坂井市 モックリ、コックリの伝説 p 22 福井県の伝説　第1集 宮田善男 1972 三国

嶺北 坂井市 嫁のちえ p 18 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 坂井

嶺北 坂井市 鷲塚 p 251 福井の伝説 日本標準 1980 春江

嶺北 坂井市 椀貸し稲荷 p 68 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 春江

嶺北 坂井市 椀貸山の伝説 p 6 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 丸岡

鯖江市 嶺北 鯖江市 揚原の山崩れ p 207 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 鯖江

嶺北 鯖江市 朝倉氏と河和田 p 140 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 鯖江

嶺北 鯖江市 莇生田のこんか虫 p 293 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 鯖江

嶺北 鯖江市 片目の蛙 p 298 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 鯖江

嶺北 鯖江市 カッパとレンゲ p 30 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 鯖江・小坂

嶺北 鯖江市 鐘ヶ窪の沈鐘 p 220 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 鯖江

嶺北 鯖江市 河和田の漆器 p 249 福井の伝説 日本標準 1980 鯖江

嶺北 鯖江市 きこく清水 p 34 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 鯖江・杉本

嶺北 鯖江市 金のかぶと p 34 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 鯖江・水落

嶺北 鯖江市 金のかぶと p 201 福井の伝説 日本標準 1980 鯖江

嶺北 鯖江市 金のかぶと p 38 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 水落

嶺北 鯖江市 金のかぶと p 1 福井県版 青空文庫 3年 日本標準 1992 鯖江

嶺北 鯖江市 小坂のキツネ p 48 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 鯖江・小坂

嶺北 鯖江市 五郎丸の清水池伝説 p 18 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 鯖江

嶺北 鯖江市 西行法師 p 191 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 鯖江

嶺北 鯖江市 鯖江の名のいわれ p 248 福井の伝説 日本標準 1980 鯖江

嶺北 鯖江市 三度栗 p 32 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 鯖江

嶺北 鯖江市 白鬼女川 p 248 福井の伝説 日本標準 1980 鯖江

嶺北 鯖江市 白鬼女の渡し p 33 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 鯖江

嶺北 鯖江市 白鬼女橋の伝説 p 22 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 鯖江

嶺北 鯖江市 宝のどんぶり p 12 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 鯖江

嶺北 鯖江市 長泉寺の擂鉢やいと伝説 p 14 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 鯖江

嶺北 鯖江市 鳥住まずの門 p 248 福井の伝説 日本標準 1980 鯖江

嶺北 鯖江市 どんぶりの鯉 p 187 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 鯖江

嶺北 鯖江市 ぬれもせず p 192 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 鯖江

嶺北 鯖江市 のっぺらぼう p 90 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 鯖江

嶺北 鯖江市 鉢の鯉 p 195 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 鯖江

嶺北 鯖江市 稗取れず p 299 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 鯖江

嶺北 鯖江市 舟津神社 p 34 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 鯖江

嶺北 鯖江市 右腕のない石亀 p 223 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 鯖江

高浜町 嶺南 高浜町 姉鐘妹鐘 p 28 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 高浜・鐘寄

嶺南 高浜町 姉恋いの鐘 p 50 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 遠敷郡　高浜

嶺南 高浜町 雨乞鐘 p 128 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 高浜

嶺南 高浜町 雨乞鐘 p 204 北陸 北国の語り 小学館 1983 高浜

嶺南 高浜町 犬石 p 32 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 高浜・吉坂

嶺南 高浜町 今寺の機織池 p 348 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 高浜

嶺南 高浜町 黄金千両 p 230 福井の伝説 日本標準 1980 高浜

嶺南 高浜町 おおかみ退治 p 4 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 高浜

嶺南 高浜町 九体の地蔵 p 103 福井の伝説 日本標準 1980 高浜

嶺南 高浜町 弘法の水無川 p 331 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 高浜

嶺南 高浜町 小浦のキツネ p 54 福井の伝説 日本標準 1980 高浜

嶺南 高浜町 朝鮮の姉妹鐘 p 76 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 高浜

嶺南 高浜町 蒜畠の機織池伝説 p 20 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 高浜

敦賀市 嶺南 敦賀市 洗い地蔵 p 108 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 洗い地蔵 p 49 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 敦賀

嶺南 敦賀市 いうな地蔵 p 50 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 敦賀・木の芽峠

嶺南 敦賀市 いのが池 p 16 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 敦賀・浦底

嶺南 敦賀市 牛石 p 20 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 牛石 p 48 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 敦賀

嶺南 敦賀市 歌が渓（たに） p 155 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 ウワバミとばあさん p 207 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 うわばみに呑まれた婆さま p 103 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 笈掛松 p 155 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 敦賀
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嶺南 敦賀市 大谷の彦惣 p 163 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 敦賀

嶺南 敦賀市 鬼のふらす大雪 p 173 福井県の民話 偕成社 1983 敦賀

嶺南 敦賀市 蛙に化けた内緒金 p 14 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 敦賀

嶺南 敦賀市 カエルのよめさん p 103 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 かじ屋が淵 p 88 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 カラスの行水 p 120 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 川太郎がくれたお札 p 94 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 観音さんの子 p 34 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 敦賀

嶺南 敦賀市 狐にだまされた猿 p 105 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 キツネに化かされた男 p 245 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 きつねのお産 p 12 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 敦賀

嶺南 敦賀市 絹掛けの松 p 50 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 敦賀

嶺南 敦賀市 金魚に取憑かれた若者 p 97 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 沓見の牛石伝説 p 10 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 敦賀

嶺南 敦賀市 クモにょうぼう p 190 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 黒河川 p 168 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 げた貸そか　かさ貸そか p 195 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 気比神宮 p 8 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 気比神宮と常宮神社 p 205 北陸 北国の語り 小学館 1983 敦賀

嶺南 敦賀市 気比神宮由来　食物と航海の神 p 168 北陸 北国の語り 小学館 1983 敦賀

嶺南 敦賀市 源エ門（げんえもん）ボット p 20 ふくいの民話 福井新聞社 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 原電と八代龍王 p 123 ふくいの民話 石畝弘之 1998 敦賀

嶺南 敦賀市 こんべんやけどのタヌキ p 140 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 逆地蔵と割地蔵 p 206 北陸 北国の語り 小学館 1983 敦賀

嶺南 敦賀市 しっぺい犬 p 178 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 敦賀

嶺南 敦賀市 正月の牛鬼退治 p 266 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 敦賀

嶺南 敦賀市 常宮（じょうぐう）の善坊 p 160 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 敦賀

嶺南 敦賀市 常宮の竜灯松伝説 p 16 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 敦賀

嶺南 敦賀市 仙人岩 p 114 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 仙人のなつめ p 184 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 敦賀

嶺南 敦賀市 そば好きの虫 p 166 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 敦賀

嶺南 敦賀市 たいことキツネ p 236 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 太鼓の音 p 26 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 敦賀・橘

嶺南 敦賀市 大蛇が池 p 93 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 大蛇の子の大蛇たいじ p 129 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 敦賀

嶺南 敦賀市 竹藪から出た化けもの p 91 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 チチンプンパイ黄金ザクザク p 22 ふくいの民話 福井新聞社 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 チチンプンパイ黄金ざくざく p 11 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 チチンプンパイ黄金ざくざく p 1 福井県版 青空文庫 4年 日本標準 1992 敦賀

嶺南 敦賀市 地底の国 p 85 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 長左の没落 p 97 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 敦賀

嶺南 敦賀市 剣神社 p 167 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 天狗をだました木こり p 108 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 利仁（としひと）将軍といもがゆ p 156 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市
トンネルからでた温泉（言うな地蔵
のつづき） p 194 福井県の民話 偕成社 1983 敦賀

嶺南 敦賀市 菜飯がきらいになった爺さん p 168 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 敦賀

嶺南 敦賀市 にせ易者 p 175 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 はかまだれ観音 p 161 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 はったい p 172 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 判官堂 p 154 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 百本の五徳 p 89 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 蛇池 p 207 北陸 北国の語り 小学館 1983 敦賀

嶺南 敦賀市 松原のお辰狐 p 100 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 松原のお辰ぎつね p 173 子どもに贈る昔ばなし 9 小澤昔ばなし研究所 2008 気比

嶺南 敦賀市 美尾谷家 p 156 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 敦賀

嶺南 敦賀市 見てもとまらん話 p 182 福井県の民話 偕成社 1983 敦賀

嶺南 敦賀市 めくら橋 p 20 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 敦賀・泉

嶺南 敦賀市 蒙古来攻 p 175 福井の伝説 日本標準 1980 敦賀

嶺南 敦賀市 もうこ来攻 p 78 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 敦賀

嶺南 敦賀市 龍灯の松 p 56 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 敦賀・松原

嶺南 敦賀市 常宮の竜灯松伝説 p 16 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 敦賀

福井市 嶺北 福井市 赤谷 p 40 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 美山

嶺北 福井市 朝六つ橋 p 64 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 足羽の宮 p 123 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 福井

嶺北 福井市 アッポチャ p 107 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 越廼

嶺北 福井市 安波賀の幽霊 p 204 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 福井市 雨夜の女 p 33 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 福井

嶺北 福井市 あやしい牛 p 152 若狭・越前の伝説 角川書店 1980 福井

嶺北 福井市 石のまくら p 149 福井県の民話 偕成社 1983 福井

嶺北 福井市 糸崎の仏舞 p 204 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 福井市 糸崎の仏舞伝説 p 10 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 福井

嶺北 福井市 ウサギとほっとのもちきょうそう p 219 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 美山

嶺北 福井市 獺が口 p 13 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 美山

嶺北 福井市 うばすて山 p 204 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 福井

嶺北 福井市 うば捨て山 p 68 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井
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嶺北 福井市 馬小屋のカワッパ p 210 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 美山

嶺北 福井市 浦島太郎 p 34 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 浦島太郎　2 p 36 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 うるしがふち p 26 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 福井

嶺北 福井市 うるしが渕 p 131 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 福井

嶺北 福井市 漆が淵 p 137 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 漆ヶ淵の藁蛇 p 239 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 福井

嶺北 福井市 越前水仙 p 13 福井県版 青空文庫 6年 日本標準 1992 丹生郡居倉

嶺北 福井市 皇子の弓筈の泉 p 335 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 福井

嶺北 福井市 大頭の石像 p 67 福井県の民話 偕成社 1983 福井

嶺北 福井市 おおげんこげん p 29 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 おおとの王 p 1 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井

嶺北 福井市 男太迹皇子 p 8 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 福井

嶺北 福井市 おこり石 p 151 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 お定おつる p 27 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 お角櫓のお化け p 171 ふくいの民話 石畝弘之 1998 福井

嶺北 福井市 おせん p 91 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 越廼

嶺北 福井市 男水 p 133 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 福井

嶺北 福井市 おなごしゅを助けたカニ p 2 ふくいの民話 福井新聞社 1980 福井

嶺北 福井市 お鍋有情 p 72 ふくいの民話 石畝弘之 1998 福井

嶺北 福井市 鬼の米ぶくろ p 106 福井県の民話 偕成社 1983 福井

嶺北 福井市 お百しょうさんのとんち p 134 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 美山

嶺北 福井市 オベロコ　サイコロ p 52 ふくいの民話 石畝弘之 1998 清水

嶺北 福井市 おもかるさん p 118 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 親捨てのにない棒 p 146 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 オンニョロニョロ p 95 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 かえるの宿がえ p 77 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 かえるの宿がえ p 289 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 川西

嶺北 福井市 書きつけ p 148 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 美山

嶺北 福井市 カッパとカモ p 58 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 福井・百間堀

嶺北 福井市 河童のお礼 p 10 ふくいの民話 福井新聞社 1980 福井

嶺北 福井市 カニの恩返し p 41 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 カニのおんがえし p 1 福井県版 あおぞら文庫 2ねん 日本標準 1992 福井

嶺北 福井市 蚊のいない楠家 p 295 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 福井

嶺北 福井市 蚊のない流し p 149 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 神さまの足あと p 6 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 福井

嶺北 福井市 カワウソの三つのお礼 p 47 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 カワズとウシとネコのおしばい見物 p 238 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 かんおろしの薬 p 245 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 かんばんの牛 p 30 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 福井・京町

嶺北 福井市 かんばんの牛 p 106 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 妓王妓女 p 134 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井

嶺北 福井市 きつね川 p 52 若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1958 福井・若杉

嶺北 福井市 狐川 p 34 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 きつねに二度だまされた話 p 167 子どもに贈る昔ばなし 9 小澤昔ばなし研究所 2008 清水町真栗

嶺北 福井市 キツネ物語 p 60 ふくいの民話 石畝弘之 1998 福井

嶺北 福井市 木のリュウとウルシ p 64 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 ぎゃるの親不孝 p 225 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 胡瓜食わず p 95 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 美山

嶺北 福井市 黒竜（くずりゅう） p 129 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 福井

嶺北 福井市 首なし行列 p 130 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 首のない白馬 p 269 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 福井

嶺北 福井市 雲に隠れて p 102 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 [福井市] 子育てゆうれい p 87 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 [福井]

嶺北 福井市 子育て幽霊 p 132 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 子育て幽霊 p 217 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 福井

嶺北 福井市 米こき地蔵 p 114 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 こめこきじぞう p 1 福井県版 あおぞら文庫 1ねん 日本標準 1992 福井

嶺北 福井市 真田幸村の首塚 p 206 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 [福井市] シジミの恩がえし p 80 福井県の民話 偕成社 1983 [福井]

嶺北 福井市 シジミの恩返し p 4 ふくいの民話 福井新聞社 1980 福井

嶺北 福井市 シジミの恩がえし p 70 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 福井

嶺北 福井市 地蔵堂 p 36 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 越廼

嶺北 福井市 舌切りスズメ p 24 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 七人塚 p 233 福井の伝説 日本標準 1980 美山

嶺北 福井市 七人塚 p 32 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 美山

嶺北 福井市 柴田勝家の亡霊 p 206 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 福井市 しゃくり滝 p 206 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 福井市 しょうずの話 p 119 ふくいの民話 石畝弘之 1998 美山町

嶺北 福井市 四郎太夫 p 38 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 四郎太夫のウワバミ退治 p 11 福井県版 青空文庫 5年 日本標準 1992 福井

嶺北 福井市 しんがい堂 p 144 福井の伝説 日本標準 1980 美山

嶺北 福井市 じんべいとやまんば　その１ p 36 ふくいの民話 石畝弘之 1998 福井

嶺北 福井市 じんべいとやまんば　その２ p 40 ふくいの民話 石畝弘之 1998 福井

嶺北 福井市 甚兵衛とキノコ p 189 福井県の民話 偕成社 1983 美山

嶺北 福井市 水仙 p 131 福井の伝説 日本標準 1980 越廼

嶺北 福井市 末むすめの三つのぼうけん p 137 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 福井

嶺北 福井市 千石平 p 205 福井の伝説 日本標準 1980 美山

嶺北 福井市 そり堂 p 138 福井の伝説 日本標準 1980 美山
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嶺北 福井市 大蛇と娘 p 18 ふくいの民話 福井新聞社 1980 美山

嶺北 福井市 泰澄上人伝説　越の大徳 p 154 北陸 北国の語り 小学館 1983 足羽郡麻生津

嶺北 福井市 泰澄大師 p 133 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井と朝日

嶺北 福井市 泰澄大師の伝説 p 24 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 福井

嶺北 福井市 高尾の亭ノ水伝説 p 6 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 福井

嶺北 福井市 高須の白米城伝説 p 8 福井県の伝説　第3集 福井県教科書供給所 1973 福井

嶺北 福井市 たくわんむこ p 162 福井のむかし話 日本標準 1977 美山

嶺北 福井市 おとし話（タロンベとジロンベ） p 178 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 たろんべじろんべ p 265 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 川西

嶺北 福井市 たろんべじろんべ p 24 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 たろんべじろんべ　2 p 25 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 はなし（タロンベとジロンベ） p 115 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 だんごポイトコセ p 100 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 亭の水 p 9 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 福井

嶺北 福井市 九十九橋 p 214 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 九十九橋の人柱 p 206 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 福井市 つなみをよんだニワトリのたたり p 11 福井の伝説 日本標準 1980 越廼

嶺北 福井市 天狗になった茂太夫 p 113 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 清水

嶺北 福井市 天のくさり p 54 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 天のくさり p 207 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 福井

嶺北 福井市 年とり男 p 32 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 とんちくらべ p 1 福井県版 青空文庫 6年 日本標準 1992 足羽郡

お百しょう
さんのとん
ちより

嶺北 福井市 長い長い話と短い短い話　1 p 297 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 川西

嶺北 福井市 長い話 p 112 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 新田塚 p 135 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井

嶺北 福井市 新田塚 p 7 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 福井

嶺北 福井市 ねこ塚さん p 124 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 のれん知らず p 161 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 美山

嶺北 福井市 梅翁（ばいおう）和尚 p 36 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 機織りが淵 p 81 福井の伝説 日本標準 1980 美山

嶺北 福井市 鼻かけ地蔵 p 4 続　若越むかし絵ばなし 奥越工芸協会 1959 福井・平岡山

嶺北 福井市 鼻かけ地蔵 p 147 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 鼻かけ地蔵 p 219 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 福井

嶺北 [福井市] 鼻かけ地蔵 p 116 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 [福井]

嶺北 福井市 鼻欠地蔵 p 207 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 福井市 鼻欠地蔵の伝説 p 4 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 福井

嶺北 福井市 話十両 p 66 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 話十両 p 199 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 福井

嶺北 福井市 はらいた地蔵 p 112 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 清水

嶺北 福井市 人くいババァ p 16 続ふくいの民話 福井新聞社 1984 福井

嶺北 福井市 福井の殿様 p 119 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 福井の殿様 p 197 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 福井

嶺北 福井市 武周が池 p 212 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 福井

嶺北 福井市 武周ヶ池 p 207 北陸 北国の語り 小学館 1983 福井

嶺北 福井市 武周が池 p 139 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 武周が池の大蛇 p 4 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井

嶺北 福井市 武周が池の大蛇 p 59 福井の伝説 日本標準 1980 福井

嶺北 福井市 武周ヶ池の伝説 p 12 福井県の伝説　第2集 福井県教科書供給所 1972 福井

嶺北 福井市 武周が池の主 p 229 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 福井

嶺北 福井市 武周が池の由来 p 2 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井

嶺北 福井市 ブツブツ p 101 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 ブツブツ p 174 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井

嶺北 福井市 平家集落 p 135 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 福井

嶺北 福井市 平家堂 p 41 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 美山

嶺北 福井市 平家村 p 38 えちぜんわかさの伝説
えちぜんわかさの伝説復
刻版刊行会 2005 美山

嶺北 福井市 法興寺のかんころし p 72 日本伝説大系 第6巻 みずうみ書房 1987 福井

嶺北 福井市 袋羽（ほろは）のネコ p 8 ふくいの民話 福井新聞社 1980 福井

嶺北 福井市 まま子しら子 p 31 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 マムシ長太 p 69 福井のむかし話 日本標準 1977 美山

嶺北 福井市 みみずの目 p 76 越前の民話 福井県郷土誌懇談会 1966 福井

嶺北 福井市 みみずの目 p 288 若狭・越前の民話　1 未来社 2016 川西

嶺北 福井市 もうコン p 137 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 美山

嶺北 福井市 茂太夫天狗 p 34 マンガふくい昔ばなし   北陸電力福井支店 1992 清水

嶺北 福井市 モモが採れん村 p 6 ふくいの民話 福井新聞社 1980 福井

嶺北 福井市 やきミソになった大蛇 p 35 はたおりのくにの18のものがたり太平出版社 1976 福井

嶺北 福井市 野菜を食べた看板の牛 p 136 若狭・越前の民話　2 未来社 2017 福井

嶺北 福井市 山うば p 198 読みがたり*福井のむかし話 日本標準 2005 福井
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