
「極良＝スゴイ」　USB版 第1作（絵入り）

No. タイトル 作者 翻訳・選者 備考

1 アラジンとふしぎなランプ 作者不明（アラビアンナイトより） 菊池寛 邦題：アラジンと魔法のランプ

2 おおかみと七ひきのこどもやぎ グリム兄弟 楠山正雄 邦題：オオカミと7匹の子ヤギ

3 かえるの王さま グリム兄弟 楠山正雄

4 ジャックと豆の木 イギリスの昔話 楠山正雄

5 どんぐりと山猫 宮沢賢治

6 ねずみの嫁入り 日本の昔話 楠山正雄

7 ブレーメンの町楽隊 グリム兄弟 楠山正雄 邦題：ブレーメンの音楽隊

8 桃太郎 日本の昔話 楠山正雄

9 一寸法師 日本の昔話 楠山正雄

10 一房の葡萄 有島武郎

11 浦島太郎 日本の昔話 楠山正雄

12 猿かに合戦 日本の昔話 楠山正雄

13 花咲かじじい 日本の昔話 楠山正雄

14 金太郎 日本の昔話 楠山正雄

15 月夜とめがね 小川未明

16 手袋を買いに 新見南吉

17 星の銀貨 グリム兄弟 楠山正雄

18 赤いくつ アンデルセン 楠山正雄

19 赤ずきんちゃん グリム兄弟 楠山正雄

20 舌切りすずめ 日本の昔話 楠山正雄

21 蜘蛛の糸 芥川龍之介

22 白雪姫 グリム兄弟 菊池寛

23 文福茶がま 日本の昔話 楠山正雄

24 眠る森のお姫さま ペロー 楠山正雄 邦題：眠れる森の美女

25 和尚さんと小僧 日本の昔話 楠山正雄



「極良＝スゴイ」　USB版 第2作（絵入り）

No. タイトル 作者 翻訳・選者 備考

1 青い星の国へ 小川未明

2 一本のわら 日本の昔話 楠山正雄 現題：わらしべ長者

3 犬と人形 夢野久作

4 お月様の唄 豊島与志雄

5 オツベルと象 宮沢賢治

6 鬼六 日本の昔話 楠山正雄

7 狐物語 林芙美子

8 月世界競争探検 押川春浪

9 瘤とり 日本の昔話 楠山正雄 現題：こぶとりじいさん

10 ごん狐 新見南吉

11 少年と海 加能作次郎

12 注文の多い料理店 宮沢賢治

13 天狗の鼻 豊島与志雄

14 童話 室生犀星

15 納豆合戦 菊池寛

16 猫吉親方 ペロー 楠山正雄 副題：またの名 長ぐつをはいた猫

17 不思議な国の話 室生犀星

18 フランダースの犬 マリー・ルイーズ・ド・ラ・ラメー 菊池寛

19 ペーチャの話 宮本百合子

20 ヘンゼルとグレーテル グリム兄弟 楠山正雄

21 魔法の笛 ロバアト・ブラウニング 楠山正雄

22 醜い家鴨の子 アンデルセン 菊池寛

23 雪魔 海野十三

24 ﾗ・ﾍﾞﾙとﾗ・ﾍﾞｰﾄ（美し姫と怪獣） ヴィルヌーヴ夫人 楠山正雄 邦題：美女と野獣

25 ラプンツェル グリム兄弟 中島孤島 邦題：塔の上のラプンツェル
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No. タイトル 作者 翻訳・選者 備考

1 ニッケルの文鎮 甲賀三郎

2 機械 横光利一

3 競漕 久米正雄

4 愚人の毒 小酒井不木

5 坊っちゃん 夏目漱石

6 アインシュタイン 寺田寅彦

7 アラスカの氷河 中谷宇吉郎

8 セメント樽の中の手紙 葉山嘉樹

9 或る精神異常者 モーリス・ルヴェル 田中早苗

10 或る母の話 渡辺温

11 雨ニモマケズ 宮沢賢治

12 源氏物語 01 桐壷 紫式部 与謝野晶子

13 高瀬舟 森鴎外

14 四谷怪談 田中貢太郎

15 真田幸村 菊池寛

16 親子の愛の完成 羽仁もと子

17 雪女 小泉八雲 田部隆次

18 千年後の世界 海野十三

19 土俵の夢 尾崎士郎

20 瓶詰地獄 夢野久作

21 武士道の山 新渡戸稲造

22 遍路 斎藤茂吉

23 味覚馬鹿 北大路魯山人

24 羅生門 芥川龍之介

25 檸檬 梶井基次郎
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No. タイトル 作者 翻訳・選者 備考

1 宮本武蔵　序 吉川英治

2 桜の森の満開の下 坂口安吾

3 あじゃり 室生犀星

4 山月記 中島敦

5 ﾉﾝｼｬﾗﾝ道中記 01 八人の小悪魔 久生十蘭

6 平治と生きた二十七年 野村胡堂

7 仏像とパゴダ 高見順

8 初めて見たる小樽 石川啄木

9 この頃の皇太子殿下 小泉信三

10 私は隠居ではない 吉田茂

11 二人の兄弟 島崎藤村

12 わが妻の記 伊丹万作

13 オカアサン 佐藤春夫

14 読書の今昔 寺田寅彦

15 一つ身の着物 壺井栄

16 青い眼の人形 野口雨情

17 誰が・何時・何処で・何をした 竹久夢二

18 未帰還の友に 太宰治

19 大岡越前の独立 直木三十五

20 日本橋附近 田山花袋

21 赤ひげ診療譚 01 狂女の話 山本周五郎

22 父帰る 菊池寛

23 湯島の境内 泉鏡花

24 巌流島 直木三十五

25 三の酉 久保田万太郎


