図書館だより
２０１７年１月１５日発行
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佐々木 菜那 さんの 作品

（平成２８年度市長賞受賞・坂戸小学校６年）

この絵は、動物たちが、男の子がよんでいる本に興味しんしんで、のぞいて、よんで
いるところを描きました。むずかしかったところは、動物たちの目です。目の向きを
工夫しました。本の楽しさが伝わるように書いた。

第１８５号

坂戸市立図書館

昔ばなしを楽しもう
２０１７年（平成２９年）新春を迎え、皆様が充実した一年でありますよう、心よりお祈り申し上げま
す。また本年も「図書館だより」をご愛読いただけますよう宜しくお願いいたします。
さて、今回は昔も今も皆様に読み継がれてきた、「昔ばなし」や身近な地域に残る「伝説」など
を紹介いたします。

地域の昔ばなし

坂 戸 編

◎

今でも地域に語り継がれている伝統文化。

◎

身近にある懐かしい話。

☃

)

にっさい公園マップ

◎

何度読んでもあきない日本のお話し。
坂戸にっさい ひなたぼつこ作/
◎狼の恩返し
よしだよしひろ絵
◎でえろ淵
◎きつねの嫁入り
◎天狗様と小僧さん
◎越辺のかっぱ川太郎
◎坂戸のダイダラボッチの足跡

坂戸のむかしばなし紙芝居
「池山のカッパ」 坂戸市立図書館作成
坂戸の東に池山という大きな池がありま
した。いたずらなカッパが棲んでいたそうで
す。
お百姓とカッパの
心温まる話です。
語りつがれるむかし
ばなし、心に残るひと
つです。

埼 玉 編

絵本

日本編

◎
◎

昔

な

し

心がそだつ読み聞かせ絵本。
何度読んでもあきない日本のお話し。

うまかたやまんば
おざわとしお／再話

ば

ねずみのおよめさん

赤羽末吉/画

福音館書店

小野かおる/再話・絵

福音館書店

荷物をはこぶ馬方は、やまんばに追いかけられ、
荷から馬まですっかり食べ
られてしまう。さて、馬方
の仕返しは・・・どきどき

ネズミの夫婦がかわいい娘のために、世界一
偉いおむこさん探そうと、お日様、雲、風にお
願いにいくも、壁だ
といわれ、壁を訪ねると思

の連続！勇気の大切さをお
しえてくれるお話し。

いかけない答えが・・・。
親心いっぱいのお話し。
ものぐさ太郎

みるなのくら
おざわとしお/再話 赤羽末吉/画

福音館書店

肥田美代子/文 井上洋介/絵

ポプラ社

「みるな」と、あねさまからかたくいわれた１２番目
のくらの戸をついにあけてし
まった若者は…。「みるなといっ
てもみたくなる」そんな胸がわ
くわくするお話し。日本の四季

うまれつきのなまけ者のものぐさ太郎は、ねて
ばかり、あるとき都にはたらき
にだされ、そこで美しい姫に
会い、お嫁さんにしようと人が
かわったようにはたらき、

が美しく描かれている。

そして・・・。

とら猫とおしょうさん
おざわとしお/再話 かないだえつこ/絵

ある日、古寺でたくさんの猫が歌
ったり、踊ったりしているところ
をおしょうさんが見つけると、そ
こには…。おしょうさんとねこた
ちが繰り広げるゆかいなお話し。

日本昔話百選

だいくとおにろく
直/再話 赤羽 末吉/画

瀬田貞二/再話 赤羽末吉/画

猟師が息子の七つのお祝いの
猟にでようとしたところ、鉄
砲が落ちて曲がってしまいま
した。でも次々にえものを手
にいれ、家にかえりました。
運が運を呼ぶめでたいお話し。

くもん出版

松居

まのいいりょうし

福音館書店

あるところに大きな川があり。村の人は橋を作ろ
うと、大工さんに頼みます。大
工さんはどうやって橋を作ろ
うか考えていると、川から鬼が
あらわれ・・・。鬼と大工の知恵
くらべのお話し。

稲田浩二・稲田和子/著 三省堂

日本人の心の奥に生き続け、伝
承されてきた日本各地の昔話が
丸木位里・俊画伯の絵とともに
収録されています。お子様の本
選びの参考にしてみてはいかが
でしょうか・・・。

福音館書店

◎
◎
◎

外国編




世界、各国に伝わる昔ばなし
国々それぞれのユニークなお話し
広い世界を知り、こころを養う

＜アフリカの昔ばなし＞
かしこいカメのおはなし
フランチェスカ・マーティン /さく 福本友美子/やく
ポプラ社
争いを起こさないためには
どうすればいいのか。 そん
なことを教えてくれるお話し。

＜ノルウェーの昔ばなし＞
しごとをとりかえたおやじさん

＜韓国の昔ばなし＞
いぬとねこ

＜パプア・ニューギニアの昔ばなし＞
まじょのひ



ソ ジョンオ／再話 シン ミンジェ/絵



おおたけ きよみ/訳



山越一夫 /再話 山崎英介

ある日、お父さんとお母
さんが仕事を取りかえっ
こしたら？…すごく不器
用なお父さんのお話し。

大塚勇三/再話 渡辺章人/絵

「モンモン！」と吠える犬
と「ヤオン！」と鳴く猫が
活躍するゆかいなお話し。
＜インドの昔ばなし＞
1 つぶのおこめ さんすうのむかしばなし
さくまゆみこ/訳

福音館書店

火種を持っているのは
魔女たちだけ。犬は、仲
間と火をもらいにいくが
…。動物たちとおっかけ
る魔女たちのお話し。

光村教育図書

デミ/作

/絵 福音館書店

光村教育図書

ごほうびはお米。きょうは
1 つぶ、あしたは２つぶ、
あさっては４つぶ、30 に
ちめには…なんつぶ?
インドのさんすうのお話し。
＜ポルトガルの昔ばなし＞
はしれ！カボチャ




＜ロシアの昔ばなし＞
ねことおんどり
うちだ りさこ/ぶん

おの かおる /え

福音館書店

仲よしのネコとオンドリの
お話しを、詩のようにリズ
ミカルにくりかえし歌いな
がら楽しむお話し。
＜北欧の昔ばなし＞
ひよこのコンコンがとまらない
ポール・ガルトン/作 福本友美子/訳

エバ メフト/ぶん

アンドレ レトリア／絵

宇野和美/訳

小学館

ほるぷ出版

おばあさんを３匹の動物が
食べようと待っている…
さあどうなるかな！ユニー
クでおもしろいお話し。

ひよこのタッペンのコンコン
（せき）をとめてやろうと、
めんどりのコッコさんがふ
んとうするお話し。
おはなし広場のお知らせ

中央図書館では毎週土・日曜日の午後 2 時 30 分より、ボランティアさんによる
絵本と紙芝居の読み聞かせを行っております。みなさまどうぞお越しください。

第３回坂戸市図書館を使った調べる
学習コンクール入賞作品
＜最優秀賞＞
「今の日本人は知らない!?

日本の伝統服 着物の常識」
千代田小学校

６年

日置

萌花さん

＜優秀賞＞
「かがやく天体 ～星のひみつ～」

坂戸小学校

４年

小倉康太朗さん

＜努力賞＞
「知りたい！塩のふしぎ」
「真田幸村について」
「知りたい！栄養のこと」

坂戸小学校
入西小学校
片柳小学校

４年
６年
６年

島村
亀山
横道

凜世さん
瞬矢さん
睦姫さん

＜ユニーク賞＞
「意外と知らない!？有名画家と作品のひみつ」
浅羽野小学校

５年

小塚

晴香さん

＜佳作＞
｢大すき花火｣
桜小学校 ３年 本木 奈緒さん
「知れば知るほどおもしろいうちゅう」
坂戸小学校 ３年 大森 隆義さん
「すてきな町 坂戸について」
浅羽野小学校 ３年 櫻井 結奈さん
「大切なエネルギー」
勝呂小学校 ４年 田幡 優月さん
「もっとしりたいお金のこと」
勝呂小学校 ４年 相澤知佳さん、小島愛さん、佐藤美空さん
「職人技が光る打ち上げ花火のひみつ」
南小学校 ４年 松木 悠将さん
「『どうやって運ぶ？』―大きな物の運び方―」 千代田小学校 ４年 比留間悠華さん
「筆について 」
桜小学校 ５年 熊沢 千花さん
「金魚」
入西小学校 ５年 大澤ひなたさん
「牛乳パックはどうなっている？」
千代田小学校 ５年 佐原 淳司さん

応募作品数

７８作品

応募校１２校

（応募対象学年小学３～６年生）

学年
応募作品数
応募人数
３年生
１４
１４名
４年生
２６
３２名
５年生
２１
２３名
６年生
１７
１７名
合計
７８作品
８６名
※ 最優秀、優秀作品は、全国コンクールに推薦中です。

としょかんよりお知らせ

ボランティアグループ「清の実会」作成の布の絵本に新作が登場しま
した。小型版の「むし」と「おかあさん」です。人気のむしや動物の親
子の姿に親子の会話もはずみそうです。
どなたでもご利用いただけます
（見本シートの番号でカウンターにお申込みください。）

日時：３月１０日（金）
午前１０時から正午

耳からの読書は、子どもだけのものではありません。
藁葺き屋根の家のいろり端で聞く、雰囲気はありませんが、
語り手の声に乗せて、紡がれる物語は、“語る人の数ほど
おはなしがある”と言われるとおり、同じおはなしでも、語り手
によって味わいが違い、一期一会の楽しみがあります。
どなたでも、参加いただけます、聞くことの面白さをぜひ！

邦画

場所：視聴覚室

おはなし山
図書館のストーリーテリング講
座を修了した有志のメンバーによ
り結成。坂戸のあちこちで、おはな
しを聞く楽しさを届けています。
会員募集中！

駆込み女と駆出し男
洋画
明日への遺言
スパイダーマン
そして父になる
天使と悪魔
それから
最強のふたり
それでもボクはやってない
天空の蜂
ふしぎな岬の物語
西の魔女が死んだ
オデッセイ
武士の献立
王妃の館

猿の惑星

新世紀

平出万琴さんの作品
など

平成 28 年度図書館だより表紙を
かざる絵教育長賞受賞

◇パスワード登録はお済ですか ◇◇
図書館内のパソコン、インターネット、スマートフ

利用の多い新着本コーナーですが、ど

ォンなどから、予約・予約状況の確認・貸出資料の延

んな本が入っているのか、検索端末を見

長・予約の取り消し等ができます。詳しくは、図書館

なければ、一覧はわかり

ホームページをご覧ください。

ませんでした。そこで、

（https://www.library.city.sakado.lg.jp）

新着リストを発行します。（新聞書評掲示は
中止させていただきます。
）

、
ご利用ください

