
第 225回 

おとなのためのおはなし会  

       昔話の語りを聞いてみませんか     

 

人から人へと長い間語り継がれてきた昔話は 

私たちに生きる力や希望を与えてくれます。 

日頃、子どもたちと楽しんでいる昔話を 

大人の方にも聞いていただきたいと 

この会をひらいています。 

１０歳以上でおはなしを聞ける方どうぞ  無料です。 

 

と き 2018年 6月 23日(土)午後 3時から 4時 

と こ ろ 昭島市民図書館 2 階 小集会室 

青梅線 東中神駅南口から徒歩２分 

 

予定プログラム 

ヤギとライオン   「子どもに聞かせる世界の民話           濱田美恵 

青いあかり     グリムの昔話⑤ こぐま社              塩入良江 

赤い着物      君川みち子再話集より                天井靖子 

鼻たれ小僧様   子どもに語る日本の昔話③              田尻悦子 

アマガエルの親不孝 頭に柿の木 語りの会                塩入良江  

おおかみと７ひきのこやぎ  グリムの昔話① こぐま社        加島茂子                         

 

お問合わせ    昭島おはなしの会 もぐもぐ 
塩入  042-543-6352 

昭島市民図書館  042-543-1523 



第 224回 4月 28日 
 

ふうふうばたばた 「かたれやまんば 2」 藤田浩子の語りを聞く会   加島茂子     

食わず女房 沼田曜一 「昔語り十二夜」第五巻              天井靖子 

六人男、世界をのし歩く 子どもに語るグリムの昔話 2        塩入良江 

水の種 松谷みよ子再話 コーダイ芸術研究所                加島茂子 

なまくらトック おはなしのろうそく 3 東京こども図書館             濱田美恵 

 

 
第 223回 3月 24日 
 

こねこのチョコレート 「おはなしのろうそく 20」 東京こども図書館 

花さき山  絵本より 斎藤隆介 岩崎書店 

ちょうずを廻せ 沼田曜一 「昔語り十二夜」第九巻 

ちいさなはくさい 絵本より 小峰書店 

つぐみひげの王さま 子どもに語るグリムの昔話 

(塩入良江) 

(田尻悦子) 

(天井靖子) 

(加島茂子)

（塩入良江) 

 
第 222回 2月 27日 
 

クナウとひばり 「おはなしのろうそく 20」 東京こども図書館 

ねこの名前 「かたれやまんば 2」 藤田浩子の語りを聞く会 

かしこいグレーテル 「おはなしのろうそく 3」 東京こども図書館 

チモとかしこいおひめさま 「おはなしのろうそ 14」 東京こども図書館 

棟の木かざり 「年とったばあやのお話かご」 ファージョン 岩波書店 

(塩入良江) 

(加島茂子) 

(塩入良江) 

(加島茂子)

（鈴木牧子) 

 
第 221回 1月 27日 
 

天福地福  「日本昔話百選」 稲田浩二・和子編著  三省堂 

雪むすめ 「日本のむかし話 2」 松谷みよ子 あおい鳥文庫 講談社 

せっつぶーん 「かたれやまんば」第 1集 藤田浩子の語りを聞く会 

十二支のはじまり 絵本 長谷川摂子文 岩波書店 

雪 女   沼田曜一「むかし語り十二夜」第六巻 

(大山政子) 

(田尻悦子) 

(塩入良江) 

(加島茂子) 

(天井靖子) 

 



第 220回 12月 23日 
 

ことしゃみせん 「かたれやまんば第二集」 藤田浩子の語りを聞く会 

テンシキ     沼田曜一「むかし語り十二夜」第四巻 

山んばの餅   「かたれやまんば第五集」 藤田浩子の語りを聞く会 

狐の太鼓    沼田曜一「むかし語り十二夜」第三巻 

十二のつきのおくりもの  
「おはなしのろうそく 2」 東京子ども図書館 

(塩入良江) 

(天井靖子) 

(加島茂子) 

(天井靖子) 

(大山政子) 

 
 
第 219回 11月 25日 
 

あるだんなさんとおかみさんのはなし 
       「おはなしのろうそく 6」 東京子ども図書館 

鬼の面 「かたれやまんば第四集」 藤田浩子の語りを聞く会 

和尚と小僧  沼田曜一「むかし語り十二夜」第十巻 

かみなりさんのふんどし 絵本から 

さる地蔵 沼田曜一「むかし語り十二夜」第一巻 

夢長者 「かたれやまんば第五集」 藤田浩子の語りを聞く会 

(塩入良江) 

 

(加島茂子) 

(天井靖子) 

(塩入良江) 

(加島茂子) 

(天井靖子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         第 225回 

     おとなのためのおはなし会 
     2018年 5月 29日 6月 23日(土) 午後 3時 

                  昭島市民図書館 2階 小集会室 

           

 プログラム 

① ヤギとライオン 
 子どもに聞かせる世界の民話  実業之日本社 

(濱田 美恵) 

② 青いあかり 
   グリムの昔話⑤ こぐま社 

(塩入 良江) 

③ 赤い着物 
君川みち子再話集より 

 

(天井 靖子) 

④ 鼻たれ小僧様 
 子どもに語る日本の昔話③ こぐま社 

(田尻 悦子) 

⑤   アマガエルの親不孝 
 頭に柿の木 語り手の会 

(塩入 良江)  

⑥  おおかみと７ひきのこやぎ 
 グリムの昔話① こぐま社 

（加島 茂子） 

昭島おはなしの会 もぐもぐ 

         ☆次回のおはなし会は  

2018年月 8月 25日(土) 午後 3時から     

  お問合わせ   もぐもぐの会  塩入 042-543-6352 

昭島市民図書館  042-543-1523 



 

昭島おはなしの会 もぐもぐ 
 

おとなのためのおはなし会 
   

      昭島市民図書館 2階 小集会室で開きます。 

青梅線 東中神駅南口から徒歩２分 

 

2018年 8月 25日 (土曜日) 

2018年 10月 27日 (土曜日) 

2018年 12月 22日 (土曜日) 

2018年 2月 23日 (土曜日) 

2019年 4月 27日 (土曜日) 

2019年 6月 22日 (土曜日) 

2019年 8月 24日 (土曜日) 

 

 


