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三原幸久 先生　ご寄贈資料リスト　（2020年7月）計67冊
図書：57冊、雑誌：10冊（製本雑誌含む）

その他、図書等47冊をアジア太平洋研究センター、スペイン・ラテンアメリカ学科合同研究室に配架・保存させて頂きました

資料ID 請求記号 資料情報 巻号 地理区分

1216053 (360)/388E/Mi49 
Arrepíos e outros medos : historias galegas de fantasmas e de terror 
/ Xosé Miranda スペイン

1216050 (560)/162E/A46
Así cuentan y juegan en la Huasteca / [Redacción de leyendas, 
Antonio Ramírez Granados, Armida de la Vara]. -- 2a. ed. メキシコ

1216870 (600)/388.9E/A69 
Canciones y cuentos del pueblo quechua / José María Arguedas. -- 
Editorial Huascaran 南米

1216054 (620)/869E/C13 Canudos na literatura de cordel / José Calasans ブラジル

1216046  (360)/388E/D71 
Cuentos castellanos de tradición oral / recopilación y transcripción, 
Joaquín Díaz ; introducción y notas スペイン

1216047 (360)/388E/C15 Cuentos populares Asturianos / María Josefa Canellada. -- Ayalga スペイン

1216042 (576)/963E/N93 
Cuentos viejos / María Leal de Noguera ; [ilustraciones de Osvaldo 
Salas]. -- 4a ed. -- Editorial Costa Rica

コスタリ

カ

1216049 (560)/388.8E/P83 
Cuentos y mitos en una zona mazateca / María Ana Portal. -- 
Instituto Nacional de Antropología e Historia メキシコ

1216041 R||(571)/895E/G21 
Diccionario Quiché-Español  / investigadores, Abraham García 
Hernández, Santiago Yac Sam

グアテマ

ラ

1216043 (660)/389E/I63 
Folklore, Valle del Río Hurtado, Provincia de Coquimbo, Chile / Jorge 
Iribarren Ch. -- Museo de La Serena, 1972. チリ

1216056 (660)/388E/D37 
La disciplina del folklore en Chile / Manuel Dannemann Rothstein. -- 
Universidad de Chile チリ

1216048 (560)/388.8E/Sc2 
La literatura oral tradicional de los indígenas de México : antología / 
Lilian Scheffler. -- 4a. ed. -- Premiá, 1986. メキシコ

1216051 (610)/860E/Te72

Lengua y literatura españolas en las Antillas neerlandesas / por Juan 
Terlingen. -- Ministerio de Asuntos Culturales de las Antillas 
Neerlandesas

オランダ

領アンテ

ィル

1216055 (610)/969E/D52 

Literature of the netherlands antilles / Cola Debrot ; [Translated from 
Dutch by Estelle Debrot-Reed]. -- Departement van Cultuur en 
Opvoeding van de Nederlandse Antillen

オランダ

領アンテ

ィル

1215404 (670)/963E/A15
Ñawpakunaj willaynin' : cuentos de los abuelos. -- Acción Cultural 
Loyola, 1---. ボリビア

1216052 (600)/895E/A19 

Peaimün taiñ nütram = Vean ustedes nuestra literatura / por Pedro 
Aguilera Milla ... [et. al.] ; ilustrado por Pedro Aguilera Milla y Ernesto 
Curiqueo Caniupán. 南米
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1216044 (360)/388E/F22/v.2 Rondaies de Menorca / Andreu Ferrer Ginard v. 2. スペイン

1216045  (360)/388E/F22/v.1 
Rondaies de Menorca / Andreu Ferrer Ginard ; pròleg de Francesc de 
B. Moll  v. 1. スペイン

1216871 (620)/895E/D63 

Textos Hixkaryana / por Desmond Derbyshire. -- Conselho nacional 
de pesquisas, Instituto nacional de pesquisas da Amazonia, Museu 
Paraense Emilio Goeldi, 1965. ブラジル

1217897 (620)/969E/S67
【コルデル文学】A velha feiticeira contra Lampião / Severino José 
dos Santos. -- [s.n.] ブラジル

1217898 (620)/969E/To69
【コルデル文学】Discussão dum ateu com um curumba que tinha 
fé em Deus / José Antonio Torres ブラジル

1217899 (620)/969E/P23 
【コルデル文学】O encontro da velha que vendia tabaco com o 
matuto que vendia fumo / João Parafuso. -- [s.n.] ブラジル

1217900 (620)/969E/H51 
【コルデル文学】Tragédia de Cubatão  / Raimundo Santa Helena. -- 
[s.n.] ブラジル

1217901 (620)/969E/B33 
【コルデル文学】A chegada de curisco no inferno / Juracy 
Medeiros Bela. -- [s.n.] ブラジル

1217902 (620)/969E/Si4
【コルデル文学】História da região cacaueira e a jagunçada do 
passado / Minelvino Francisco Silva. -- [s.n.] ブラジル

1217903 (620)/969E/L53 

【コルデル文学】Não há quem saiba entender o coração da 
mulher ; Rico manda o pobre vai, rico chama o pobre vem / José 
Costa Leite. ブラジル

1217904 (620)/969E/So11 
【コルデル文学】A mulher que matou o marido de "Xifre" / José 
Francisco Soares. -- [s.n.] ブラジル

1217905 (620)/969E/S67 
【コルデル文学】A guerra contra a inflação e o valor do cruzado / 
Apolônio Alves dos Santos. -- [s.n.] ブラジル

1217906 (620)/969E/Si4 
【コルデル文学】Vá conhecer Amazonas / Severino Borges da 
Silva. -- [s.n.] ブラジル

1217907 (620)/969E/S67 
【コルデル文学】Roberto Carlos no ano 1 da criança brasileira / 
[Severino José dos Santos]. -- [s.n.] ブラジル

1215397 388E/Ka21/v.17 

アメリカのむかし話 : マックとご主人のさいごの審判ほか / 
藤井健夫編訳. -- 偕成社, 1991. -- 
(大人と子どものための世界のむかし話 ; 17).

1215396 388E/Ka21/v.16 
アラブのむかし話 : レモンの花よめ ほか / 池田修, 康君子編訳. -- 
偕成社, 1991. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 16).

1215382 388E/Ka21/v.1 

イタリアのむかし話 : 悪魔にもらったズボン ほか / 
イタロ=カルヴィーノ編 ; 大久保昭男訳. -- 偕成社, 1989. -- 
(大人と子どものための世界のむかし話 ; 1).

1215389 388E/Ka21/v.9 
イランのむかし話 : マレク=モハンマドの冒険/ほか / 井本英一編訳. -- 
偕成社, 1990. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 9).
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1215388 388E/Ka21/v.8 
インドネシアのむかし話 / 松野明久編訳. -- 偕成社, 1990. -- 
(大人と子どものための世界のむかし話 ; 8).

1215383 388E/Ka21/v.2 
インドのむかし話 : 天にのぼるベールの木/ほか / 坂田貞二編著. -- 
偕成社, 1989. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 2).

1215400 388E/Ka21/v.20 
カナダのむかし話 : 金のつののシカほか / 高村博正, 篠田知和基編訳. -- 
偕成社, 1991. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 20).

1215380  807E/E33 ことば遊びの民族誌 / 江口一久編. -- 大修館書店, 1990 日本

1215399 388E/Ka21/v.19 
ソビエトのむかし話 : イワンのでたらめ話ほか / 田中泰子編訳. -- 
偕成社, 1991. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 19).

1215390 388E/Ka21/v.10 
タイのむかし話 : ストン王子とマノーラー姫/ほか / 吉川利治編訳. -- 
偕成社, 1990. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 10).

1215393 388E/Ka21/v.13 
タンザニアのむかし話 : ザンジバル島につたわる話 / 宮本正興編訳. -- 
偕成社, 1991. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 13).

1215394 388E/Ka21/v.14 
ビルマ(ミャンマー)のむかし話 : 竜のたまご/ほか / 大野徹編訳. -- 
偕成社, 1991. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 14).

1215392  388E/Ka21/v.12 

フィンランド・ノルウェーのむかし話 : 森の神タピオほか / 坂井玲子, 
山内清子編訳. -- 偕成社, 1990. -- 
(大人と子どものための世界のむかし話 ; 12).

1215384 388E/Ka21/v.3 

フランスのむかし話 : ゆうかんなリヨンほか / 長野晃子編訳. -- 
偕成社, 1989. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 3).

1215395 388E/Ka21/v.15 

ベトナムのむかし話 : 貉竜君 (ラック・ロン・クアン) と嫗姫 
(オウコー) ほか / 富田健次編訳. -- 偕成社, 1991. -- 
(大人と子どものための世界のむかし話 ; 15).

1215387 388E/Ka21/v.6 
ペルー・ボリビアのむかし話 : インカにつたわる話 / 加藤隆浩編訳. -- 
偕成社, 1989. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 6).

1215386 388E/Ka21/v.5 

ポリネシア・メラネシアのむかし話 : 海の少女ヒナ/ほか / 
ダイクストラ好子編訳. -- 偕成社, 1989. -- 
(大人と子どものための世界のむかし話 ; 5).

1215391 388E/Ka21/v.11 

モロッコのむかし話 : 愛のカフタン/ほか / ヤン=クナッパート編 ; 
さくまゆみこ訳. -- 偕成社, 1990. -- 
(大人と子どものための世界のむかし話 ; 11).

1215398 388E/Ka21/v.18 
ユダヤのむかし話 : ソロモンのちえ/ほか / 高階美行編訳. -- 偕成社, 
1991. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 18).

1215378 (100)/388E/Mi17 

阿蘇山麓の口承説話 : 
熊本県阿蘇郡阿蘇町・一の宮町・長陽村・上益城郡矢部町 / 
三原幸久編. -- 関西外国語大学三原研究室, 2003. 日本

1215401 R||(100)/818E/Ko49 
沖繩語辞典 / 国立国語研究所編. -- 大蔵省印刷局, 1963. -- 
(国立国語研究所資料集 ; 5).

1215379 (100)/388E/F57 
下呂の民俗 : 岐阜県益田郡下呂町 / 藤井健夫, 三原幸久編. -- 
関西外国語大学, 1988. -- (日本学研究モノグラフ ; 第1輯). 日本

1215385 388E/Ka21/v.4 
韓国のむかし話 : おどりをおどるトラ/ほか / 崔仁鶴編訳. -- 偕成社, 
1989. -- (大人と子どものための世界のむかし話 ; 4).
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1215403 R/388.8E/Sh18 世界ことわざ大事典 / 柴田武 [ほか] 編. -- 大修館書店, 1995.

1215402 R/798E/Sh18 世界なぞなぞ大事典 / 柴田武 [ほか] 編. -- 大修館書店, 1984.

1215381 908E/Ta83 
世界のジョーク・警句集 / 田辺貞之助執筆代表 ; [正]. -- 自由国民社, 
1979.

1215377 (100)/388E/Ka59
青谷町の伝承 : 鳥取県気高郡青谷町 / 関西外国語大学民俗学談話会 
[編]. -- 関西外国語大学民俗学談話会, 2001. 日本

雑誌：10冊（製本雑誌含む）

資料ID 請求記号 資料情報 巻号 地理区分

Z00572174 Z/230E/A15

Euskera : Euskaltzaindia'ren lan eta agiriak : Trabajos y actas de la 
Academia de la Lengua Vasca = Travaux et actas de l'Académia de la 
langue Basque. -- 1, [no.1] (1956) スペイン

Z00572162 Z/380E/Tr1
La Tradición popular : boletín del Centro de Estudios Folklóricos / 
Universidad de San Carlos de Guatemala. -

グアテマ

ラ

Z00572159 Z/380E/Tr1

Tradición oral indígena costarricense. -- Vol. 1, [no. 1]-. -- 
Vicerrectoría de Acción Social, Extensión Cultural, Escuela de 
Antropología y Sociología, Departamento de Antropología, 1983.

コスタリ

カ

Z00572175 Z/380E/Ka59

関西外国語大学民俗学談話会 : ニューズレター / 
関西外国語大学民俗学談話会 [編]= The Kansai Gaidai folklore 
society newsletter. 

3-10
号

Z00572160 Z/380E/B89
月刊文化財 / 文化財保護委員会監修. -- 創刊[1]号 (昭38.10)-. -- 
第一法規出版, 1963.

Z00572161 Z/310E/Ko51

国際人流 : あなたと外国人を結ぶ新しい情報誌 = The immigration 
newsmagazine / 法務省入国管理局編集協力. -- 創刊準備[0]号 (Feb. 1987)-
. -- 入管協会, 1987.

Z00572176 Z/380E/H57 比較民俗学会報 / 比較民俗学会.
1-10
巻

Z00572177 Z/380E/H57 比較民俗学会報 / 比較民俗学会.
11-16
巻

Z00572178 Z/380E/H57 比較民俗学会報 / 比較民俗学会.
17-24

巻

Z00572179 Z/380E/H57 比較民俗学会報 / 比較民俗学会.
25-32

巻
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