
  

 

 

平成２9年 ４月 １3日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

初回の講座は、講師の紹介、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」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） 

「ねずみじょうど」 日本 『おはなしのろうそく３』東京こども図書館  ９ 

「銅のなべ」 デンマーク 『子どもに語る北欧の昔話』こぐま社 １１ 

「ありこのおつかい」 創作 『同書名本』石井桃子 福音館書店 １１ 

「ライオンとやぎ」 創作 『同書名本』モハマッド・クレシ こぐま社  ５ 

 

 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 

 

 

 

 



平成２9年 ５月 １１日（木曜日） おはなしプログラム 
 

今回は１１人の受講生による絵本の読み聞かせや素話の勉強、そして最後に講師の語りで終わりました。 

聞き手のことを考えた絵本の持ち方や見せ方についてもアドバイスを戴き、充実した勉強会になりました。 

 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「おいしいおかゆ」 グリム 『おはなしのろうそく１』東京こども図書館  ５ 

「にじいろのさかな」 読み聞かせ 『同書名本』いとうひろし 講談社  ８ 

「ぼくだんごむし」 読み聞かせ 『かがくのとも』福音館書店  ６ 

「とら猫と和尚さま」 日本 『日本の昔話４』 １１ 

「でいだんぼう」 日本 『おがわまちの民話と伝説』  ３ 

「しおちゃんとこしょうちゃん」 創作 『おはなしのろうそく２７』東京こども図書館 １０ 

「ツバメとアブ」 モンゴル 『モンゴルの昔話』こぐま社  ４ 

「ミアッカどん」  『イギリスとアイルランドの昔話』福音館書店  ８ 

「なぞなぞえほん」 読み聞かせ 『同書名本』福音館書店  ３ 

「おおかみと七ひきの子やぎ」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話１』 １０ 

「魔法のかさ」 創作 『おはなしのろうそく３０』東京こども図書館 １０ 

「花さかじい」 日本 『さてさて今日のお話は』福音館書店 １７ 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 

 

 

 



平成２9年 ６月 ８日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 昨日から図書館では 3人の社会体験チャレンジの生徒さんを欅台中学校から迎えています。本日のおはなし講

座にも参加し、絵本の読み聞かせの勉強にも取り組み、講師の先生からお褒めの言葉をいただきました。 

また、他の受講生の語りを聞きながら楽しそうにうなずいていました。沢山のことを勉強していってください。 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「ためしちゃ王」 読み聞かせ   ５ 

「火の鳥と王女ワシリーサ」 ロシア 『子どもに語るロシアの昔話』こぐま社 １５ 

「ついでにペロリ」 デンマーク 『おはなしのろうそく６』東京こども図書館  ５ 

「すてきな三人組」 読み聞かせ 『同書名本』偕成社  ５ 

「ひなどりとねこ」 ミャンマー 『子どもに聞かせる世界の民話』  ９ 

「トラのじゅうたんになりたかったトラ」 読み聞かせ 『同書名本』岩波書店  ６ 

「かちかちやま」 読み聞かせ 『同書名本』ポプラ社  ８ 

「かいじゅうたちのいるところ」 読み聞かせ 『同書名本』冨山房  ６ 

「すてきな三人組」 読み聞かせ 『同書名本』偕成社  ５ 

「マーシャとくま」 ロシア 『同書名本』福音館書店  ６ 

「百人のおとうさん」 中国 『同書名本』福音館書店  ５ 

「小さい白いにわとり」 ウクライナ 『昭和４０年代の小学校国語教科書』  ４ 

「四つやまの三つ子石」 小川町 『おがわまちの民話と伝説』小川町  ４ 

「おうじ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』  ６ 

「ついでにペロリ」 デンマーク 『おはなしのろうそく６』東京こども図書館  ６ 

「金の髪」 コルシカ 『おはなしのろうそく１９』東京こども図書館 １２ 

「せんたくかあちゃん」 読み聞かせ 『こどものとも傑作集』福音館書店  ８ 

「人参と大根と牛蒡」 日本 『かたれやまんば１』藤田浩子の語りを聞く会  ３ 



平成２9年 ７月 １３日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 

 

 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「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』 

子どもの本研究所 

 ３ 

「にせ本尊」 日本 『日本の民話８』ぎょうせい  ５ 

「まぬけなトッケビ」 韓国 『おはなしのろうそく３０』東京こども図書館 １１ 

「ヤギとライオン」 トリニダード・

トバゴ 

『同書名本』鈴木出版  ５ 

「ライオンとやぎ」 創作 『同書名本』こぐま社  ８ 

「しずくのぼうけん」 読み聞かせ マリア・テルリコフスカ／さく  

ボフダン・ブテンコ／え 福音館書店 

 ６ 

「ちいさいしろいにわとり」 ウクライナ 『昭和４０年代の小学校国語教科書』  ４ 

「アナンシと五」 ジャマイカ 『子ども世界の民話下』実業之日本社  ６ 

「いたずらおばけ」 イギリス 『同書名本』福音館書店  ７ 

「ルンペルシュティルツヘン」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話１』こぐま社 １０ 

「月見草」 日本 『君川みち子再話集』ほおずきの会 １３ 

「魔法使いのチョコレートケーキ」 創作 『同書名本』福音館書店 １３ 

「あやちゅうちゅう」 日本 『キンばっぱのとんとん昔があったとお』 

つくしんぼ企画 

 ７ 



 

平成２9年 ８月 １０日（木曜日） おはなしプログラム 
 

  

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 
 

 

 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「三枚のお札」 日本 『おはなしのろうそく５』東京こども図書館  ９ 

「山の上の火」 エチオピア 『同書名本』岩波書店 １６ 

「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  ４ 

「フィオリモンド姫の首かざり」 創作 『同書名本』岩波書店 ２６ 

「小石投げの名人タオ・カム」 ラオス 『子どもに語るアジアの昔話２』こぐま社 １０ 

「あるだんなさんとおかみさんのはなし」 創作 『おはなしのろうそく５』東京こども図書館  ７ 

「とりのみじいさん」 日本 『さてさて、きょうのおはなしは…』福音館書店  ７ 

「だいくとおにろく」 日本 『同書名本』福音館書店  ４ 

「山の上の火」 エチオピア 『同書名本』岩波書店 １８ 

「舌切りすずめ」 日本 『おはなしのろうそく２８』東京こども図書館 １１ 

「ラプンツェル」 グリム 『おはなしのろうそく５』東京こども図書館 １４ 

「ネコの家へ行った女の子」 イタリア 『子どもに語るイタリアの昔話』こぐま社  ８ 



平成２9年 ９月 １４日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 「語る」とは「絵を描きながら声に戻す」ことだそうです。今回も沢山の学びがありました。 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 
 

 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「ホットケーキ」 ノルウェー 『おはなしのろうそく１８』東京こども図書館 １１ 

「灰で縄なうはなし」 日本 『キンばっぱのとんとん昔があったとぉ』 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』東京こども図書館  ５ 

「二ひきのよくばり子ぐま」 ハンガリー 『子どもに聞かせる世界の民話』実業之日本社  ７ 

「ヤギとコオロギ」 イタリア 『子どもに語るイタリアの昔話』こぐま社  ７ 

「文福茶釜」 日本 『子どもに語る日本の昔話②』こぐま社  ６ 

「黄色いリボン」 アメリカ 『語られると怖い話』ポプラ社  ５ 

「早く芽をだせ柿の種」 日本 『キンばっぱのとんとん昔があったとぉ』  ７ 

「だめといわれてひっこむな」 創作 『おはなしのろうそく９』東京こども図書館  ５ 

「ならなしとり」 日本 『同書名本』佼成出版社  ６ 

「おんちょろちょろ」 日本 『さてさてきょうのおはなしは』福音館  ８ 

「ちいさいタネ」 読み聞かせ 『同書名本』偕成社  ９ 

「海を渡った白うさぎ」 日本 『こどものとも』 瀬田貞二再話  ６ 

「おひゃくしょうとえんまさま」 中国 『同書名本』福音館  ７ 



平成２9年 １０月 １２日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 秋の夜長、虫の声に耳を傾けながら本の世界に遊んでみるのも一興です。語りも心に染み入る季節になりま

した。 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 
 

 

 

 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「ふしぎなたいこ」 日本 『同書名本』（岩波子どもの本）岩波書店 6 

「三人の糸つむぎ女」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話３』こぐま社 8 

「じさのねしょんべん」 日本 『キンばっぱのとんとん昔があったとぉ』 5 

「おいしいおかゆ」 グリム 『おはなしのろうそく１』東京こども図書館 6 

「さるのきも」 タイ 『子ども世界の民話（上）』実業之日本社 5 

「小さいお譲様のばら」 イギリス 『ムギと王様』岩波書店 12 

「ひきどんとうさぎどんの餅つき」 日本 『のとんとん昔があったとぉ』 4 

「くもの糸」 日本 芥川龍之介（各社あり） 10 

「フレデリック」 読み聞かせ 『同書名本』好学社 7 

「だいくとおにろく」 日本 『こどものとも傑作集３６』福音館書店 5 

「うぐいすになったはなし」 日本 『左近司マサ江のとんとん昔があったとぉ』 5 



平成２9年 １１月 ３０日（木曜日） おはなしプログラム 

 
今回もたくさんのおはなしを聞くことができました。また、詩の朗読や絵描き歌などいつもと違うプログラム 

になり今回も充実した時を過ごすことができました。 

 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「ねこがごはんのあとで顔をあらうわけ」 リトアニア 『こども世界の民話 上』実業之日本社 3 

「ネズミの大てがら」 チベット 『おはなしのろうそく３０』東京こども図書館 12 

「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 

「歳」 日本 『女むかし』（君川みち子再話集） 5 

「文福茶釜」 日本 『子どもに語る日本の昔話２』こぐま社 6 

「あめりかうまれの」 

「かく」 

「むかしむかし」 

詩 

〃 

〃 

『しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩』富山房 

〃 

『まど・みちお詩集 ５ ことばのうた』銀河社 

 

5 

「三びきのこぶた」 イギリス 『三びきのこぶた』福音館書店 7 

「「がみがみシアール」と少年」 創作 『ムギと王さま』岩波書店 9 

「若返りの臼」 創作 『ふしぎなオルガン』岩波書店 8 

「黒ネコの話」 絵描き話 『明かりが消えたそのあとで』編書房 3 

「ババヤガーの白い鳥」 ロシア 『ロシアの昔話』福音館書店 9 

「ふしぎなオルガン」 創作 『ふしぎなオルガン』岩波書店 9 

「ドシュマンとドゥースト」 イラン 『子どもに語るアジアの昔話２』こぐま社 15 

「世界でいちばんきれいな声」 創作 『おはなしのろうそく１１』東京こども図書館 10 

「ちっちゃなゴキブリのべっぴんさん」 イラン 『アジアの昔話５』福音館書店 20 



平成２9年 １２月 １４日（木曜日） おはなしプログラム 

 
今の時期にぴったりなおはなしがたくさんありました。寒さが厳しくなってきましたが、素敵なおはなしをき

くと心があたたかくなります。うさぎさんの指人形もとてもかわいかったです。 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 
 

 

 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「まめになった嫁さん」 日本 『小川町の民話と伝説』 4 

「ゆきむすめ」 日本 『語り伝えたいふるさとの民話１』 8 

「赤鬼エティン」 イギリス 『子どもに語るイギリスの昔話 』こぐま社 15 

「かさじぞう」 日本 『同書名本』福音館書店 5 

「星の銀貨」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話 ３』こぐま社 4 

「歳神様」 日本 『かたれやまんば１』 6 

「クリスマスイブの出来事」 創作 『星新一ショートショートセレクション 13』理論社 9 

「賢者の贈りもの」 創作 オー  ヘンリー リメイク版 13 

「うさぎのかくれんぼ」 指人形 『おはなしおばさんのこっちむいて・おはなしおもちゃ』

一声社 
6 

「三びきのこぶた」 イギリス 『同書名本』福音館書店 8 

「ヴァイノと白鳥ひめ」 フィンランド 『おはなしのろうそく１１』東京こども図書館 22 



平成 30年 1月 11日（木曜日） おはなしプログラム 

 
今年初めてのおはなし講座です。寒い日々が続きますが、おはなしを聞きながらほっこりと心を温めていきま

しょう。体の内側からじんわりポカポカと・・・今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 
 

 

 

 

 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「団子むこ」 日本 『子どもに語る日本の昔話３』こぐま社 3 

「鳥のみじい」 日本 『子どもに語る日本の昔話２』こぐま社 9 

「まめになった嫁さん」 日本 『小川町の民話と伝説』 3 

「おてがみ」（ふたりはともだち） 創作 『同書名本』文化出版局 6 

「ネコがネズミを追いかける訳」 日本 『福娘童話集』 3 

「がみがみシアールと少年」 創作 『ムギと王様』岩波書店 10 

「オオカミとごしきひわ」 イタリア 『 子どもに語るイタリアの昔話』こぐま社 9 

「３びきのくま」 イギリス 『イギリスの民話』鈴木出版 4 

「ババヤガーの白い鳥」 ロシア 『ロシアの昔話』福音館書店 11 



 

平成 30年 ２月８日（木曜日） おはなしプログラム 

 
今回は大勢の方が長いおはなしを語ってくれました。どのおはなしも心のこもった語り口で、情景を思い浮か

べることができ、大変良い勉強になりました。 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「ねこ先生ととらのおでし」 中国 『白いりゅう黒いりゅう』岩波書店 ８ 

「においの値段」 日本 『かたれやまんば３』 藤田浩子 ６ 

「オオカミとごしきひわ」 イタリア 『子どもに語るイタリアの昔話』こぐま社 ７ 

「犬になった王子」 チベット 『チベットの民話』岩波書店 １５ 

「赤ずきん」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話』こぐま社 １０ 

「花さかじい」 日本 『さてさてきょうのおはなしは』瀬田貞二 福音館 １５ 

「あわれな粉やの若者とネコ」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話』こぐま社 ８ 

「古さくらべ」 日本 『日本の昔話』福音館書店 ３ 

「スーホの白い馬」 モンゴル 『同書名本』福音館書店 １３ 

「ワニのおじいさんのおくりもの」 創作 『ぼうしをかぶったオニの子』サエラ書房 ８ 

「あくびのでるほどおもしろい話」 創作 『おはなしのろうそく５』東京こども図書館 ２ 

「ヘルムの雪」 創作 『やぎと少年』岩波書店 １０ 

「ふぐはうち」 日本 『かたれやまんば４』 藤田浩子 ６ 

「くまのコールテンくん」 読み聞かせ 『同書名本』偕成社 １０ 

「どさんこうまのふゆ」 読み聞かせ 『同書名本』芸文社 ７ 

「大根はエラい！」 読み聞かせ 『同書名本』福音館書店 ９ 



 

 

平成 30年 ３月８日（木曜日） おはなしプログラム 

 
今年度最後の講座になりました。みなさんのおはなしを聴きながら、情景を思い描いたり、おはなしの世界に

浸ったりと至福のひとときを過ごすことができました。一人でも多くの人たちにこの感動を伝えていくことが受

講生の使命かなと感じた一日でした。 

 

 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

「スヌークスさん一家」 創作 『おはなしのろうそく１』東京こども図書館 ４ 

「カッパと瓜」 日本 『おはなしのろうそく３１』東京こども図書館 １５ 

「びんぼうこびと」 ウクライナ 『おはなしのろうそく２６』東京こども図書館 ７ 

「いぬとおんどり」 ロシア 『さてさてきょうのおはなしは』福音館書店 ５ 

「はらぺこピエトリン」 イタリア 『子どもに語るイタリアの昔話』こぐま社 １０ 

「鳥のみじい」 日本 『子どもに語る日本の昔話』こぐま社 ６ 

「百万回いきたねこ」 創作 『同書名本』講談社 １０ 

「三びきのこぶた」 イギリス 『同書名本』福音館書店 ７ 

「お月さまの話」 創作 『おはなしのろうそく２５』東京こども図書館 ６ 

「花さかじい」 日本 『日本のむかしばなし』のら書房 １４ 

「いばらひめ」 グリム 『子どもに語るグリムの昔話』こぐま社 １３ 


