
  

 

平成３１年 ４月 １１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」「お

はなしと絵本」について講師の方にお話していただきました。 

その後、講座生たちの好きな絵本を各自紹介しました。紹介された中から何冊か紹介します。 

 

 

 

 

絵本 作者 出版 

『もりのなか』 マリー・ホール・エッツ 福音館書店 

『にぐるまひいて』 ドナルド・ホール ほるぷ出版 

『ちょっとだけ』 瀧村有子 福音館書店 

『ぼくがラーメンたべてるとき』 長谷川義史 教育画劇 

『カニツンツン』 金関寿夫 福音館書店 

『ひとまねこざるときいろいぼうし』 H.A.レイ 岩波書店 

『みみずくと 3 びきのこねこ』 アリス・プロベンセン ほるぷ出版 

『でんしゃにのって』 とよたかずひこ アリス館 

『おにとあかんぼう』 西本鶏介 金の星社 

『雷の落ちない村』 三橋節子 小学館 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和元年 ５月 ９日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

♪にぎりぱっちりたてよこひよこ てあそび   ２ 

「ねことねずみ」 日本 『おはなしのろうそく２１』東京子ども図書館  ６ 

「屋根がチーズでできた家」 スウェーデン 『子どもに語る北欧の昔話』こぐま社  ７ 

「なんでも信ずるおひめさま」 デンマーク 『ものいうなべ』メリー・C・ハッチ・文／岩波書店 １５ 

「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  ６ 

「ひねくれもののエイトジョン」 アメリカ 『アメリカのむかし話』偕成社  ３ 

『あきちゃんとかみなり』 よみきかせ 木村 晃彦・さく え／福音館書店  ８ 

「チモとかしこいおひめさま」 フィンランド 『おはなしのろうそく１５』東京子ども図書館 １１ 

「ボタモチどっこいしょ」 小川町 『おがわまちの民話と伝説』小川町  ２ 

「しおちゃんとこしょうちゃん」 創作 『同書名本』 

ルース・エインズワース／さく ／福音館書店 

 ６ 

「ツバメとアブ」 モンゴル 『おはなしのろうそく１５』東京子ども図書館  ５ 

「きつねの嫁入り」 小川町 『おがわまちの民話と伝説』小川町  ２ 

「ルンペルシュティルツヘン」 グリム 『愛蔵版おはなしのろうそく６』東京子ども図書館 １４ 

「カッパと瓜」 日本 『おはなしのろうそく３１』東京子ども図書館 １４ 

 
 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 

 



令和元年 ６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） 

♪ぽっつんぽつぽつあめがふる てあそび   ２ 

「徂徠（そらい）どうふ」 創作 『同書名本』福音館書店 １０ 

「バラの花とバイオリンひき」 ロマの昔話 『太陽の木の枝』福音館書店 １４ 

「ボタンインコ」 創作 『岩波世界児童文学集 ムギと王さま』 

エリナー・ファージョン／作 岩波書店 

 ９ 

「ねずみの見合い」 日本 『女（おなご）ひとり』  ３ 

「おやふこうなあおがえる」 朝鮮 『おはなしのろうそく２４』東京子ども図書館  ２ 

「空を飛んだ亀」 日本 『かたれやまんば第１集』藤田浩子の語りを聞く会  ５ 

「村の英雄」 エチオピア   ７ 

「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 １３ 

「ねずみの御殿」 ロシア 『子どもに語るロシアの昔話』こぐま社  ３ 

「団子むこ」 日本 『子どもに語る日本の昔話３』こぐま社  ３ 

「ふしぎなたいこ」 創作 『同書名本』岩波書店  ７ 

「おてがみ」 創作 『ふたりはともだち』 

アーノルド・ローベル／作 文化出版局 

 ５ 

「若がえりの水」 日本 『子どもに語る日本の昔話３』こぐま社  ６ 

 
 

 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年 ７月１１日（木曜日） おはなしプログラム 
 

 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

♪とんがり山のてんぐさん てあそび   ２ 

「ほっぺがおちるよ」 パネルシアター 作・絵／浦中こういち アイ企画 １０ 

「小さなこげた顔」 アメリカ 『アメリカのむかし話』偕成社 １０ 

『おーいおばけ』 絵本 『同書名本』末崎 茂樹／作・絵 

ひさかたチャイルド 

 ５ 

「おんぶおばけ」 創作 『同書名本』童心社 

松谷 みよ子／ぶん ひらやま えいぞう／え 

 ３ 

「アリ・ムハメッドのお母さん」 イラン 『新編世界むかし話集７ インド・中近東編』 

文元社 

１４ 

「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 

「ひなどりとネコ」 ミャンマー 『子どもに聞かせる世界の民話』実業之日本社  ７ 

「ガリバーの冒険」 創作 『同書名本』ジョナサン・スウィフト／原作 

井上 ひさし／文 安野 光雅／絵 文藝春秋 

 ６ 

「石になった狩人」 モンゴル 『子どもに語るモンゴルの昔話』こぐま社 １１ 

『ふうせんゆらゆら』 

『にているね!?』 

絵本 『同書名本』とよた かずひこ／著 アリス館 

『同書名本』五味 太郎／作 福音館書店 

 ４ 

「マーシャとくま」 ロシア 『ロシアの昔話』福音館書店  ７ 

「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 １２ 

「ふたりのあさごはん」 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 

 ２ 

「まさかそげんことは 

ありゃんすめえ」 

日本 『ゆかいな吉四六さん』講学館  ６ 

 
 

＊時間は語り手のおおよその配分です 



 

 

令和元年 ８月 ８日（木曜日） おはなしプログラム 
  

思わずくすっと笑ってしまうおはなしや夏にぴったりのこわ～いおはなしを語っていただきました。 

 

おはなし 種類 出典 時間
（分） 

♪ピクニック 指あそび   ３ 

「かしこいおいしゃのやせぐすり」 タンザニア 『こども世界の民話 上』実業之日本社  ３ 

「だいくとおにろく」 日本 『同書名本』福音館書店  ５ 

「ジャガイモ持って」 アメリカ 『三分間で語れるお話』編書房  ３ 

「ドコ（竹かご）」 ネパール 『りこうな子ども アジアの昔話』こぐま社  ４ 

「文福茶釜」 日本 『子どもに語る日本の昔話 ２』こぐま社  ４ 

「ジオジオのかんむり」 創作 『同書名本』福音館書店  ５ 

「ほうき屋のショーン」 アイルランド 『子どもに語るアイルランドの昔話』こぐま社  ９ 

『まんげつのよるまでまちなさい』 絵本 『同書名本』マーガレット・ワイズ・ブラウン／作 

ガース・ウイリアムズ／絵 松岡 享子／訳 

ペンギン社 

１４ 

「七人さきのおやじさま」 ノルウェー 『世界のむかし話』のら書店 １０ 

 
 

＊時間は語り手のおおよその配分です 

 


