
  

 

 

 

平成３０年 ４月 １２日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

初回の講座は、講座の１年間の予定などをお話させていただきました。 

また、「おはなしを語るということ」「昔話と創作」について講師の方にお話していただきました。 

 

 

おはなし 種類 出典 
時間
（分） 

「マメ子と魔物」 イラン 『こども世界の民話 上』実業之日本社 １０ 

「おおかみと七ひきのこやぎ」 グリム 『同書名本』福音館書店 １１ 

「エパミナンダス」 創作 『おはなしのろうそく １』東京子ども図書館  ９ 

「ねずみのすもう」 日本 『おはなしのろうそく１８』東京子ども図書館  ５ 

「だいくとおにろく」 日本 『同書名本』福音館書店 １１ 

「ふたりのあさごはん」 

「ふたりのケーキづくり」 
創作 

『けんいちとみけやのおはなし』 

ねぎし たかこ／作 子どもの本研究所 
 ４ 

 

 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 



 

平成３０年 ５月 １0日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

おはなし 種類 出典 
時間
（分） 

♪かぞえうた 手あそび イモ ニンジン サンショ シソ ゴボウ ム

ギ ナス ハス クリ トウガン 

 ２ 

「おおかみと七ひきの子やぎ」 グリム 『おはなしのろうそく１８』東京子ども図書館  ８ 

『もうどうけんドリーナ』 読み聞かせ 『同書名本』福音館書店  ７ 

「ふしぎなお客」 イギリス 『イギリスとアイルランドの昔話』福音館書店  ７ 

♪きゃべつの中から 手あそび キャベツの中から青虫でたよ  ３ 

『ぴかくんめをまわす』 読み聞かせ 『同書名本』福音館書店  ７ 

「だんまりくらべ」 トルコ 『子どもに語るトルコの昔話』こぐま社 １２ 

「なぞなぞのすきな女の子」 創作 『同書名本』福音館書店 １０ 

「ネズミの御殿」 ロシア 『子どもに語るロシアの昔話』こぐま社  ３ 

「いぬとにわとり」 創作 『おはなしのろうそく３１』東京子ども図書館 １０ 

「世界でいちばんきれいな声」 創作 『おはなしのろうそく１１』東京子ども図書館  ４ 

「うば捨て山」 日本 『子どもに語る日本の昔話２』こぐま社  ５ 

「ミョウガ宿」 日本 『読んであげたいおはなし  

松谷みよ子の民話 上』筑摩書房 

 ５ 

「犬と猫のうろこ玉」 日本 『おはなしのろうそく１５』東京子ども図書館  ７ 

詩 ４編 朗読 まどみちお『びわ』 

阪田寛夫『はなやぐ朝』『ねこをかうきそく』 

吉野弘『生命は』 

２０ 

 

 
＊時間は語り手のおおよその配分です 

 



 

 

 

平成 30年 5月 30日（木曜日） おはなしプログラム 

 

 
 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

♪てあそび てあそび ぎっちょ ぎっちょ 米つけ 米つけ  ２ 

「せかいいちうつくしいぼくの村」 創作 『同書名本』小林 豊・作  絵／ポプラ社  ８ 

「ほらふき長吉」 日本 『日本の昔話２』おざわ としお再話／福音館書店  ６ 

「魔法使いのチョコレート・ケーキ」 創作 『同書名本』マーガレット マーヒー・作 石井 桃子・訳 

福音館書店 

１４ 

「うちの中のウシ」 創作 『おはなしのろうそく５』東京子ども図書館 １２ 

「ジムのたんじょう日」 創作 『町かどのジム』ファージョン・作／童話館出版 １４ 

「王子さまの耳はロバの耳」 ポルトガル 『子どもに聞かせる世界の民話』実業之日本社  ４ 

「かえるの王さま」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話２』こぐま社 １５ 

「腰折れすずめ」 日本 『おはなしのろうそく１６』東京子ども図書館 １０ 
 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 

 

 



 

 

平成３０年 ７月１２日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

♪たなばたのかみさん 手あそび   ２ 

「あなのはなし」 創作 『おはなしのろうそく４』東京子ども図書館 １０ 

「ツバメとアブ」 モンゴル 『子どもに語るモンゴルの昔話』こぐま社  ５ 

「ちっちゃなちっちゃなものがたり」 イギリス 『同書名本』瀬田貞二・訳／福音館書店  ４ 

「アナンシと五」 ジャマイカ 『子どもに聞かせる世界の民話』実業之日本社  ８ 

「こんな顔」 日本 『子どもに語る日本の昔話 1』こぐま社  ３ 

「こすずめのぼうけん」 創作 『同書名本』福音館書店  ７ 

「あかり」 創作 『同書名本』林木林・文／光村教育図書  ９ 

「ワニ」 詩 『ガラガラヘビの味』岩波少年文庫  ３ 

「月がくれた金貨」 創作 『同書名本』ルッサルト・作／セーラー出版 １０ 

「源五郎ブナ」 日本（滋賀） 『読みがたり滋賀のむかし話』日本標準  ５ 

「おいとけ堀」 日本 『日本昔話１００選』講談社  ７ 

「ネギをうえた人」 朝鮮 『同書名本』岩波少年文庫  ８ 

「みつけどり」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話２』こぐま社  ７ 

 

 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 



 

 

平成３０年 ９月１３日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

♪こどもとこどもがけんかして わらべうた   ２ 

「月がくれた金貨」 創作 『同書名本』ルッサルト・作／セーラー出版 １０ 

「スズメとカラス」 バングラデシュ 『愛蔵版おはなしのろうそく１０』東京子ども図書館  ６ 

「なまくらトック」 ボルネオ 『おはなしのろうそく３』東京子ども図書館 １３ 

「極楽」 創作 『ゆうれいがいなかったころ』偕成社 １６ 

和尚と小僧から「あめは毒」 日本 『子どもに語る日本の昔話３』こぐま社  ３ 

「みょうが宿」 日本 『子どもに語る日本の昔話２』こぐま社  ３ 

「かいぶつアグサム」 創作 『ねこのお客』エインズワース・作／岩波書店 １４ 

「あたごの浦」 日本 『同書名本』福音館書店  ５ 

「サルのにぎりめしさいばん」 日本 『子どもに聞かせる日本の民話』実業之日本社  ７ 

「やまのこもりうた」 詩 『のはらうた』くどうなおこ・詩／童話屋  ２ 

「妖精のぬりぐすり」 イギリス 『イギリスとアイルランドの昔話』福音館書店  ７ 

「いい夢とつまらない旅」 フランス 『空にうかんだお城』岩波書店  ８ 

「三人ばか」 イギリス 『おはなしのろうそく４』東京子ども図書館 １３ 
 

 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 


