
第 8 回全日本語りの祭り 語られたおはなし 

 

<夜語り> 2006 年 10 月 7 日(土)  21：00～ 

 

会場：御宿東凰 語りの部屋① 

「のど焼けダンゴ山」 「ぼた餅の食い逃げ」 「ほら吹きのたけ」 「ペナンペとこいぬ」 

「招かれたのは上着」 「ぼた餅食わっちゃ話」 「河童のつぼ」 「信夫の三狐」 

「鍬神社と上尾地名由来」 「不思議なオルガン」 「きつねのお産」 「じいよじいよ」 

「はなし好きなとのさま」 「話好きの殿様」 

  

 会場：御宿東凰 語りの部屋② 

「りんごひろいきょうそう」 「とうふとこんにゃく」 「蛇とめめず」 「若返りの水」 

「おなべトコトコ」 「七わのからす」 「一年生たちとひよめ」 「おさんぎつね」 

「とつき八兵衛」 「うそのつきおさめ」 「うまれかわり」 「トタングワック」 

  

会場：御宿東凰 語りの部屋③ 

「鍋の仲間こ」 「ネズミのふんどし」 「神ない話」 「つるのおんがえし」 

「おじいさんとおばあさん」 「三人の若衆」 「親孝行」 「茂吉のねこ」 「ゆかいなさんぽ」 

 

 会場：御宿東凰 語りの部屋④ 

「死人のよめさん」 「お日様お月様」  手遊び  「さらわれた娘」 「のぼとのばあ」 

「花さかじい」  わらべうた  「酒虫」 「つるのおんがえし」 「葛城のおんな神」 

「鬼の唾」 「絵にかいたネコ」 

 

会場：つるや旅館 

「つばき地蔵」 「ざしき童子の話」 「和田のお千代ぎつね」 「あらまっ!」 

「ひっつこひっつこ」 「雨ごいごんべい」 「ソーディサルレイタス」 「狐の卉太朗」 

「魔法の湖」 「ややこだます」 「うそばなし千両」 「名前」 「ねこの名前」 

「この夏の出合い」 「ワニのいきぎも」 「大人の手遊び 終わりだよ」 

  

 

<あちこち語り場> 2006 年 10 月 8 日(土) 10：00～16：30 

 

テーマ：人間模様 

 

会場：西蓮寺  10:00～11:30 

「はじめのおはなし」（『おはなしと遊ぼう』末吉正子/著 一声社)  「わらしべ長者」 

「猫の名前」（『かたれやまんば』藤田浩子の語りを聞く会） 「怠け者」（中国の昔話） 

「かにかにこそこそ」（『おはなしのろうそく』東京子ども図書館)  「幽霊井戸」（松谷みよ子再話） 

「めんこいおなごわらしっこ」（『ジョセフのコート』より） 「嫁さえぐめえの晩」（渡部つとむ/作） 

「海老名リン」（伝記を再構成)  「うた時計」（新見南吉/作） 「おさないでくれ」（中国の小話） 

 



会場：西蓮寺 13:00～14:30 

「アリ・ムハメッドのおかあさん」（『新編世界の民話』） 「保原の桃太郎」 

「生きかえった妻」（『ヒマラヤの昔話』白水社)  「蟹のふんどし」（南山馬鹿婿） 

「りんご畑の９月」（後藤竜二） 「青斎」（宮崎の昔話） 「手白の猿」 

 

会場：西蓮寺 15:00～16:30 

「食わず女房」（絵本 福音館書店） 「砂糖の王様と慕われた会津人」（『松江春次伝』より構成） 

「節分縁起」（伊豆の昔話より再話） 「てんまのとらやん」（絵本 中川健蔵/作 トモ企画）  

「弥陀ヶ原心中」（『昭和遊女考』より再話） 「歯無し峠の重蔵じいさん」（北九州の昔話より再話） 

 

会場：末廣酒造 嘉英蔵座敷 15:00～16:30  

「父は兵庫の人柱」 「ねずみ浄土」（十二の長嶺） 

「ジーリコッコラ」（『みどりの小鳥』岩波書店） 「銘茶処」（『風にのって』米岡元子） 

「くさい商法」 「飴だま」（新美南吉） 

「マス印刷媒体とおばあさん」（朝日新聞「ものがたりの浜辺」より） 「もち屋の禅問答」 

「のみの串さし」（『雪の夜話』遠藤登志子） 「一番父さんの話 」 

 

会場：会津町方伝承館 15:00～16:30 

「芋と屁」（相馬の昔話） 「仲人口」（日本の昔話） 「手なし娘」（『日本の昔話』小澤俊夫：編） 

「吉四六話」（『吉四六話』合同新聞） 「ある女性の肖像」（『演劇ノート』井上ひさし編 白水社)  

「虎に会った話」 「舅の話」 「トケビの話」 

 

 

テーマ：若・松・城の物語 10:00～11:30 会場：末廣酒造 嘉英蔵座敷 

 

～始まる前に手遊び～ ひらいてとじて／ぽんぽんおなか／あそぼ／やすべえじじい／ 

しゃくとりむし／ちゃちゃつぼちゃつぼ 

   「なっとう売りと殿様」（梁川町史より） 

 「かめのケツ」（『かたれやまんば』藤田浩子） 「舌を出した月」（『かたれやまんば 4』） 

 「雲のかかった月」（『かたれやまんば 4』） 「狸のたいこ」（『かたれやまんば 5』）  

「行くと帰れない城」（『スペイン民話集』『イタリア民話集』岩波書店)  

「若返りの清水」（『雪の夜ばなし 福島の民話』遠藤登志子 ふるさと企画） 

「お松とお杉の伊勢参り」（遠藤登志子の語り） 「若水」（『かたれやまんば 4』） 

「若松売り」（『かたれやまんば』） 「はーそのとおり」（『かたれやまんば 1』）  

 

 

テーマ：神々と精霊の物語 

 

会場：末廣酒造 嘉英蔵 2 階 10:00～11:30 

「赤神と黒神のけんか」（日本の伝説 再話） 「十二支の由来」（梁川ざっと昔） 

「世の中ができたわけ」（梁川ざっと昔） 「羽衣瑠花」（梁川ざっと昔） 

「山なしとり」（梁川ざっと昔） 「妖精と鍛冶屋」（ケルト妖精物語） 「月へ行ったうさぎ」 

「開運蛸杉」（とんとん昔 創作童話） 「アマツヒコとクニツヒメ」（『古事記』より） 



 

会場：末廣酒造 嘉英蔵 2 階 13:00～14:30 

「天から降る餅」（川平朝申/作、月刊沖縄社『沖縄の伝説』） 「星めぐりの歌」（宮澤賢治） 

「ついた貧乏神」（『筑後ん昔ばなし』松谷みよ子編著 オリオン出版）  

「飯盛山と弁天様」（会津の伝説より） 「一本の木」（父親や祖父からの話） 

「ワニおばさんの約束」（『キバラカと魔法の馬』さくまゆみこ編訳 冨山房）  

「魔法の湖」（『人魚の本』ルース・マニング＝サンダーズ著 西本鶏介訳 ブッキング） 

「石灰娘」（『吸血鬼の花よめ』八百板洋子編・訳 福音館書店）  

 

  

テーマ：大地と水の物語 

 

会場：会津町方伝承館 10:00～11:30 

「はじめのおはなし」（『おはなしとあそぼう』末吉正子/著 一声社)  「鬼とそら豆」 

「サル地蔵」 「ちびヤモリのゲッコ」（『ストーリーテリング入門』マーガレット･マクドナルド/著） 

「でんでらりゅう」（手遊び） 「山の三太郎」 「磐梯山と富士山の背くらべ」 「虹の約束」 

「蚊の由来」 

 

会場：会津町方伝承館 13:00～14:30 

「水の種」（『やまがた絆語り』星の環会） 「吾妻山の種まき鬼」（福島の伝説） 「一里島」（伝説） 

「らくだは 10 頭か 9 頭か」（『アジアの笑いばなし』東京書籍） 

「白竜湖の琴の音」（『やまがた絆語り』星の環会） 「姥皮」（『佐藤家の昔話』桜木風社） 

「佐兵ばなし」(数話) 「頭に柿の木」（『ふるさとの民話』世界文化社） 

「若返りの水」（南陽市の民話） 「長い髪の娘」（『中国の民話』君島久子/著） 

 

 

テーマ：辻まわりの紙芝居 

 

会場：七日町市民広場 10:00～11:30 

「おとうふさんとそらまめさん」（松谷みよ子/脚本・長野ヒデ子/絵 童心社)  

「ぼたもちをくったほとけさま」（やすいすえこ/文・ひらのてつお/絵 教育画劇)  

「豆とすみとわら」（花見イチ子/作 ） 「天寧寺のカラス」（花見イチ子/作） 

「でっかいぞでっかいぞ」（内田麟太郎/脚本・田島征三/絵 童心社)  

「ひもかとおもったら」（古川タク/脚本・絵 教育画劇） 

「ねこのかあさん」（渡辺享子/脚本・画 童心社)  

 

会場：七日町市民広場 13:00～14:30 

「火伏稲荷」（桐生の民話） 「おっかあやーい」（桐生の民話） 「十三塚のキノコ」（桐生の民話） 

「大力和尚」（桐生の民話） 「あたまにかきの木」（藤田勝治/脚本・画 童心社)  

「きつねのうらないや」（ときわひろみ/脚本 一條めぐみ/画 童心社)  

 

会場：七日町市民広場 15:00～16:00 

「なさけの涙」（自作） 「くいしんぼう」（自作） 



「さらやしきのきおく 」（桂文我/脚本 久住卓也/画 童心社)  「白虎隊」（自作） 

  

 

テーマ：親子で楽しむおはなし会  会場：レオクラブガーデンスクエアー 

 

『幼児の部』 10:00～11:30 

   「おやくそく・じゃんけんパーマネント」（手遊び おはなしかご） 

「森の小人・モーモー牛」（人形 おはなしかご） 「森のケーキ屋さん」（おはなしかご） 

「ふしぎな木」（おはなしかご） 「どこへゆくのかな」（おはなしかご） 

「リボン・めがね」（パネルシアター おはなしかご） 「目玉かぞえうた」（手袋人形 わらべうた） 

「ポケットうさぎ」（アメリカの図書館活動より） 「ねことねずみ」（イギリスの昔話） 

「ふしぎな指です」（手遊び） 

「にんじんとだいこんとごぼう」（『かたれやまんば』藤田浩子の語りを聞く会） 

「世界で一番きれいな声」（『おはなしのろうそく』 東京子ども図書館)  

「からす」（『おはなしおばさんの小道具』一声社)  

「ソーディサルレイタス」（『フランと浩子のおはなし』一声社)  

「おばけ」（『手袋人形の本』大竹麗子/著） 

 

『小学生の部』  13:00～14:20 

   「ぼくにげちゃうよ」（マーガレット W ブラウン/文 いわたみみ/訳 ほるぷ出版）  

「長靴をはいたねこ」（『おはなしのろうそく５』東京子ども図書館)  「きびだんご」（手遊び） 

「ねこの名前」（『かたれやまんば 2』藤田浩子の語りを聞く会） 「ねこの百面相」（折り紙） 

「トラゴロウ」『目をさませトラゴロウ』小沢正/著 理論社） 「わお!」（手遊び） 

「ぽんぽんおなか」（手遊び『あやすあそぶ』藤田浩子/編著 一声社)  

「あらってあらって」（手遊び『育つ育てる』藤田浩子/編著 一声社)  

「子守泥棒 」（『かたれやまんば 1』藤田浩子の語りを聞く会） 

「ヘイ！おいらはジョー！」（『世界のおはなしむかーしむかし』藤田浩子/著 一声社)  

「ホットケーキ」（『おはなしのろうそく 18』東京子ども図書館） 

「和尚と小僧」（『かたれやまんば 番外編』） 「ふうふうぱたぱた」（『かたれやまんば 2』） 

「小僧と山姥」（『かたれやまんば 4』） 「貧乏になれなかった男」（『かたれやまんば５』）  

 

 

テーマ：会津の語り手たちの部屋 

 

会場：末廣酒造 蔵屋敷 13:00～14:30 

「会津のあかべこ」（会津の伝説） 「山姥退治」 「ねずみ経」 「わかがえりの清水」 

「手長足長」（会津の伝説） 「ぼたもち喰わっちゃ話」 「うまーい甘酒」（親から聞いた話） 

「藍沼の伝説」（会津の伝説） 「安部の清明さま」（親から聞いた話） 

 

会場：レオクラブガーデンスクエア６階 15:00～16:30 

「会津の赤ベコ」 「若返りの水」 「会津のこづゆ」 「鼻、髪もなし」 「翁島伝説」 

「八反泥棒」 「雪女」 「いたちのこもりうた」 「へっこき嫁」 「人間の寿命」 

「大ぼら吹き」 「二人分」 「野口英世母シカの話」 



会場：アガペ・蔵座敷 13:00～14:30 

「古根が渕」（聞いた話） 「会津のこづゆ」（山田登志美先生からの話） 

「強清水の話」（町の歴史から） 「会津の赤ベコ」 「お国自慢」（聞いた話） 

「呼ばれ作法」（東北地方の話） 「朱の盤」（福島の民話） 「金持志願」 

  

 

テーマ：あいづ物語 

 

会場：末廣酒造 嘉英蔵 2 階 15:00～16:30 

「黒半兵衛さん」 「鶴と亀」 「嫁さいぐめえの晩」 「きじもなかずば」 

「オフェリアと影の一座」 「高瀬舟」 

 

会場：アガペ・蔵座敷 11:00～12:30 

「猿の親孝行」 「半ごろし手うち」 「へったれ嫁コ」 「木が折れる」（手遊び） 

「いっしょに」（詩） 「玉のみ姫」（『読んであげたい話 上』松谷みよ子/著） 

「ヨリンデとヨリンゲル」（『子どもに語るグリムの昔話』） 

「金の髪」（『おはなしのろうそく 19』東京子ども図書館)  

「ベカンコおに（要約）」（『雪こんこんものがたり』さねとうあきら） 

「お貞の話」（『怪談』ラフカディオ・ハーン作） 

  

 

テーマ：鳥獣草木の物語 

 

会場：自由空間 11:00～12:30 

「しっぽのつり」 「犬の足」 「カッコの話」 「上杉さまの白ぎつね」 「犬と猫とうろこ玉」 

「キバラカの冒険」 「会津身不知柿」 「へびとめめず」 「小鳥の聞きばなし」 

 

会場：自由空間 14:00～15:30 

「すずめときつつき」 「わしの捨子」 「眉山のきつねの恩返し」 「頭に柿の木」 

「ならずもの」（グリムの昔話） 「いちょうの実」（宮澤賢治/作） 「プクサの魂」（アイヌの昔話） 

「鶴の恩返し」（金蔵寺に伝わる話） 「二つあな」（山田としみの本） 

 

 

テーマ：世にも不思議な物語 

 

会場：アガペ・うしろの蔵 11:00～12:30 

「梅津忠兵衛」（『怪談』小泉八雲/作より） 「夜に出てくるウナギの霊」（『梁川町史』伊達市)  

「豆腐とコンニャク」（『梁川町史』伊達市) 

「猿の手」（『乱歩の選んだベストホラー』より ジェイコブス/作） 「夢の果て」（安房直子/作） 

「鬼むかし」（山形の昔話より再話） 「注文の多い料理店」（宮沢賢治/作） 

 

会場：アガペ・うしろの蔵 14:00～15:30 

「天狗のはなし」（「米子市報 米子の民話散歩」） 「黒い家（安達が原の鬼婆）」（二本松の昔話） 



「くもおんな」 「やまぶき幻想」（創作） 「こんな晩」（『日本昔話大成』より） 

「耳なし芳一」（『雪女 夏の日の夢』岩波少年文庫） 「幽霊清水」（会津の昔話） 

「縊り鬼」（『江戸怪異聞録』） 

 

 

テーマ：だれでも語り場 

 

会場：野口英世青春広場 10:00～12:30 

「正直もののおみやげ」 「三井寺の鐘 聞いた話」 「飯くわねぇ嫁ご」（聞いた話） 

「ぼた餅喰わっちゃ」（聞いた話） 「車屋辰蔵」 「笑い天神と泣き天神」（母から聞いた話） 

「三枚のお札」（『おはなしのろうそく 5』東京こども図書館） 「鷲の育て子」 

「ヘビとツバメ」（創作） 「赤まんま」（婆から聞いた話） 「くされとっつぁま」（聞いた話） 

「三年峠」（ラジオハングル講座テキスト） 「日と月と雷」（聞いた話） 

「つばきじぞう」（『つばき地蔵』宮川ひろ/作） 

 

会場：野口英世青春広場 14:00～15:30 

「もとの平六」（岩手県の昔話） 「岩魚の怪」（『日本の民話 3』未来社） 「火男」 「鳥の道」 

「ういろう売り 」（歌舞伎口上） 「ひねくれもののエイトジョン」（アメリカの昔話） 

「王子さまの耳はロバの耳」（『子どもに語る世界の民話』実業之日本社） 

「うさぎとライオン王」（『三分間で語れるお話集』マーガレット･リード･マクドナルド/著 編書房） 

「小リスのはなし」 「十人の父さん」（『対訳・中国の童話』少年児童出版社） 

「山伏とこっこ狐」（日本の昔話） 「おばあさんとブタ」（イギリスの昔話） 

 

 

〈ゴーストストーリー〉 １0 月 8 日 19:30～ 21:00 会場：若松栄町教会 

 

～オカリナ演奏～（演奏：早乙女由美子） 

早乙女由美子「ヨンミとヨンソンの物語」（『日本より怖い韓国の怪談』島村恭則/著 河出書房新社） 

  富本岱助「輪島の椀売り」（『馬場マスノ昔話集』民話と文学の会 新潟県守門村/編集発行） 

  末吉正子「デューク」（『つめたいよるに』所収 江國香織/著 新潮文庫） 

佐藤凉子「死女の恋」（『幻想文学館 5』くもん出版） 

  櫻井美紀「タイグ・オ・カハーンの恐怖の一夜」（アイルランドの民話から 櫻井美紀/再話） 

 

 

〈おん宿お国語り〉 １0 月 8 日 19:30～ 21:00 会場：東山温泉・御宿東鳳 司会：大島広志 

 

とのしげお「きつねばなし」二題  

横山貴央「へったれむすめ」「とりのみじい」「天国の話」 

  山路愛子「こんにゃく問答」「おさんこぎつね」 

  立石憲利「チュンチュン焼き」「まのいいりょうし」 

  寺内重夫「ご飯だよ」（中国の話） 「恐妻」 

  渡部豊子「極楽見だ婆さま」（『昔話と村の暮らし』渡部豊子/著） 「うだむかし」（念仏唄） 

  



〈夜語り〉 2006 年 10 月 8 日(日)  

 

会場：御宿東凰 語りの部屋①  

「おこんぎつねといたこの子守唄」 「ヤイ とかげ！」 「茨木童子」 「すいっちょん」 

「妻の首をとりかえた男」 「息子の戒め」 

 

 会場：御宿東凰 語りの部屋②  

「こんこんこやまのこうさぎ」 「朝顔と朝ねぼう」 「ねこの名前」 「大黒様とまたかり大根」 

「かにのしょうばい」 「地蔵なべ」 「いちべいさん」 「だいこん売り」 「2 羽のとり」 

「ひなどりとねこ」 「冬の日」 「江戸尻とり唄」 「気の合う仲」 「若返りの水」 

  

会場：御宿東凰 語りの部屋③  

「おせんべ蛙」 「ねこの名前」 「約束の日」 「ゆうれい屋敷」 

「とうさんのすることはまちがいはない」 「月の夜ざらし」 「笠地蔵」 「風の神とこども」 

「おぎんこぎん」 「ねずみにわとりねこいたち」 「祝言の裸おどり」 

  

会場：御宿東凰 語りの部屋④  

「のど焼けだんご山」 「ペーパーバッグプリンセス」 「男の子の話」 「馬と狐」 

「そろりそろりのはなしっこ」 「怠け猫」 「めじか坂のはなし」 「五匹のなめくじ」 

「毒まんじゅう」 「仙台へゆく」 「氏子を増やす」 「線香の１０倍」 

 

会場：つるや旅館  

「空とんだカメ」 「長い名の子」 「弥三郎婆」 「ねこの宮」 「尻つかみ」４話 

「アナンシと五」 「やきめし地蔵」 「だんなにいきたくない金」 「雀もさ」 

「うさぎと月」ほか三話 「ケヤキの木」 「佐兵ばなし」 「奥の院沼のおしどり」 

「赤いこん箱」 「マヨイガ」 「二人亭主」 「八反泥棒」 「おしまいの話」 

  

 

 


