
第１０回全日本語りの祭り in新庄 語られたおはなし 

 

<夜語り> 2010年 10月９日(土) 20：30～ 会場：ゆめみの宿「観松館」内 和室 5部屋 

 

夜語りの部屋① 

「まほうのかさ」 「みじめなおばさん」 「釣狐」 「鳥取のふとんの話」 「鬼の首引き」 

「頭に柿の木」 「喜多院の龍」 「山の背くらべ」 

 

夜語りの部屋② 

「嘉平とカラス」 「人間の寿命」 「だいふくもち」 「ちゃわんの中」 「鶴の恩返し」 

「厚狭の寝太郎」 「こんにゃく問答」 「ねずみの商売」 「話堪能」 

 

夜語りの部屋③ 

「ねむり姫」 「おしらさま」 「テイザン」 「うそと正直」 「せやみこぎ一家」 

「ぜつぼうの濁点」 「ためし酒」 「信夫文知摺」 「金の鶴の絵」 

 

夜語りの部屋④ 

「すいてんこぞうさん」 「若返りの水」 「きじも鳴かずば」 「三枚のお札」 「嫁の仕事」 

「鹿女房」 「耳なし芳一」 「きつねのさんぽ」（あやとりでお話） 「くさった風」 

「二羽のことり」 「信心深い馬」 「酸漿（ほうずき）」 「子とり」 「大旅行」 

 

夜語りの部屋⑤ 

「へっぷり」 「庵主寺（あんじょでら）」 「お仙が淵」 「雨音ダンス」 「つりばしわたれ」 

「庭の話」 「嫁の草取り」 「静岡のお地蔵様①」（伝説を採話） 

「静岡のお地蔵様②」（伝説を採話） 「静岡のお地蔵様③」（伝説を採話） 

 

 

〈新庄むがす塾〉 2010年 10月 10日（日） ～午前の部 10：00～12：00 

 

① 新庄むがす  会場；新庄市民文化会館２F小ホール  参加；200人 

「灰でなった縄」 「片角子」 「のどやけだんご山」 「化蟹むがす」 「稲株昔」 

「仁兵衛むがす」 「鼠浄土」 「夢語る若勢」 「ばがさつける薬」 「ばがむご」 

「観音様のご利益」 

 

② お国むがす  会場；新庄市民文化会館２F和室   参加；123人 

「ねずみの商売」（岡山県） 「狼の眉毛」（『日本昔話百選』三省堂 広島県） 

「犬吠えの森」（秋田のマタギの話 秋田県） 「犬が片足あげてしょんべんするけ。」（沖縄県） 

「なぜメスだけ血を吸うの」（沖縄県） 「仁田山のはたおり石」（群馬県桐生市） 

「五兵衛と天狗様」（山形県南陽市） 「米子のカッパ」（『鳥取の伝説』日本標） 

「キツネの敵討ち」（鳥取県） 「妹背の松」（山形県南陽市）  

「井出のお宮の片葉の葦」（三重県菰野町） 「炭焼藤太ものがたり」（宮城県）  

「ゆるりの屁」（神奈川県） 「ヒバリ金貸し」（岡山県） 



③ 出羽むがす  会場；戸沢神社社務所   参加；130人 

「狐とかわうそ」（山形県真室川町） 「よだれかけ地蔵」（山形県真室川町） 

「ぽとさけたか」（山形県真室川町） 「水蕗ばっけ」（山形県真室川町） 

「せんどのやんまのどんころ」（山形県真室川町） 「鬼婆と小坊」（山形県鶴岡市） 

「たぬきと砂金」（山形県庄内町） 「長者と三人の娘むこ」（山形県尾花沢市） 

「鶴の恩返し」（山形県川西町） 「寒い山」（山形県寒河江市） 

 

④ 世界むがす  会場；新庄ふるさと歴史センター１F 名誉市民特別記念室 参加；130人 

「わかっている人はわからない人に」（『子どもに語るトルコの昔話』こぐま社）  

「ノガモのうた」（同名絵本 ほるぷ出版 アメリカ）   ♪～喉歌ミニワーク～♪ 

「百姓のおかみさんとトラ」（『子どもに語るアジアの昔話 2』福音館書店  パキスタン） 

「湖の乙女」（『ケルト妖精物語』原書房 アイルランド） 

「めんどりちゃんとおんどりちゃんのこわい話」（『魔法のつのぶえ』岩波少年文庫 ドイツ） 

「グレーテルとインガ」（『子どもに聞かせる世界の民話』実業之日本社 ドイツ） 

「嫁と栗」（韓国） 「アグネーテと人魚」（『ヨーロッパの言語の旅』近代文芸社 デンマーク） 

「小鳥と虫」（タイの語り手、ワユパ・トサから聞いた話  カンボジア） 

 

⑤ 人生いろいろむがす  会場；新庄ふるさと歴史センター２F歴史民俗資料展示室 参加；100人 

「はなのすきなうし」（マンロー・リーフ作 岩波の子どもの本） 

「天女の里がえり」（中国の民話 岩波書店の同名絵本より） 

「銘茶処」（「風に乗って」米岡元子より） 「情けの涙」（山形の昔話） 

「モモコ」（『あの日見たこと』さかもととしえ） 「おさだおばちゃん」（自作） 

「ボタンインコ」（『ムギと王さま』ファージョン作 岩波書店） 

「海と花と母は大好きにて候」（自作） 「少国民のころ」（自作） 「語り行脚を終えて」（自作） 

 

 

〈新庄むがす塾〉 2010年 10月 10日（日） ～午後の部 13：30～15：30 

 

① 新庄むがす  会場；新庄市民文化会館２F小ホール 参加；244人 

「見るなの座敷」（山形県新庄市） 「蚤と虱」（山形県新庄市） 「神室の天狗」（山形県新庄市） 

「ぶっかけ茶わん」（山形県新庄市） 「ざんげ花」（山形県新庄市） 「蛇むがす」（山形県新庄市） 

「婆さまに化げだ狐」（山形県新庄市） 「小袖餅 」（山形県新庄市） 「五分次郎」（山形県新庄市） 

「んばっでぇ化げもの」（山形県新庄市） 「極楽みた婆様」（山形県新庄市）  

「屁ったれ嫁こ」（山形県新庄市） 

 

② お国むがす  会場；新庄市民文化会館２Ｆ和室  参加；130人 

「旅のお坊さん」（宮城県只野とよさんの語り） 「さんぶ太郎」（手話付き 岡山県の伝説） 

「紫ミミカキ草」（『ムラサキミミカキグサ』江口文四郎より 山形県）  

「真世加那志」（『八重山の昔ばなし』沖縄県） 「鬼の石段」（秋田県の伝説「なまはげの話」） 

「久米の仙人」（奈良県の民話） 「藤兵衛稲荷」（白川の伝説 福島県） 

「うぐいす長者」（福島の昔話） 「まんだまんだ死にたくね」（母から聞いた昔話 福島県＋栃木県） 

「ひとつぶのサッチポロ」（『アイヌの昔話』北海道） 「年寄りを山に捨てた話」（宮崎県の昔話） 

「さきざきさん」（『かもとりごんべえ』岩波書店 福島県） 



③ 出羽むがす  会場；戸沢神社社務所  参加；80人 

「貧乏な男の話」（秋田県秋田市） 「三人兄弟」（秋田県大仙市） 

「鍋の仲間っこ」（秋田県美郷町） 「三枚のお札」（秋田県大仙市） 

「勇気のある小僧っこ」（秋田県羽後町） 「ひめんこ」（秋田県東成瀬村） 

「山々の屁っぴり爺」（秋田県横手市） 「猿の面の赤いわけ」（秋田県秋田市） 

「法事の使い」（秋田県大仙市） 「娘っこ石」（秋田県美郷町） 「ぶっかけ椀」（秋田県東成瀬村） 

「うるしめんこ」（秋田県東成瀬村） 「かちかち山」（秋田県羽後町） 

 

④ 文学の部屋  会場；新庄ふるさと歴史センター1F名誉市民特別記念室 参加；130人 

「だれかが」（デ・ラ・メア／詩） 「深く澄んだ目が二つ」（デ・ラ・メア／詩） 

「観音様に助けられた鷹匠」（『宇治拾遺物語』より） 

「ふしぎなオルガン」（『ふしぎなオルガン』岩波少年文庫） 「狐」（『新美南吉童話集』より）  

「ひつじ」（『バナ天パーティー』杉山亮/作 講談社） 

「空の船」（ジュラルディン・マコーリアン作） 「鴨とり爺つあん」（創作民話） 

「片足の時計屋さんのおじさんの話」（『深呼吸の必要』長田弘より） 「祭の晩」（宮沢賢治/作） 

「転生」（志賀直哉/作）  

 

⑤ 紙芝居の部屋  会場：新庄ふるさと歴史センター２F歴史民俗資料展示室  

「まんまるまんまたんたかたん」（脚本/荒木文子 絵/久住卓也 童心社） 

「蛇橋」（作･絵/渡辺記美子） 「わらしべちょうじゃ」（脚本/水谷章三 絵/二俣英五郎 童心社） 

「ならなしとり」（作･画/澤口若子） 「桃太郎のウン話」（腹話術） 

「あんもちみっつ」（脚本/水谷章三 絵/宮本忠夫 童心社） 

「河童とあめだま」（桐生の民話 作/おはなしの学校） 

「カメのえんそく」（文･絵/中谷靖彦 教育画劇） 「おじいさんといぬ」（脚本･絵/藤田勝治 童心社） 

「さらやしきのおきく」（脚本/桂文我 絵/久住卓也 童心社） 

 

〈ゴーストストーリー〉  10月 10日 19：30～21：00 

会場；ゆめみの宿「観松館」１Fコンベンションホール「九重」  参加；130人  司会；末吉正子 

佐藤凉子「道連れ」（『12 の怖い昔話』スーザン・プライス作より イギリス） 

鈴木砂知子「鬼になった男」（『伽婢子』浅井了意/作より 日本･創作） 

早乙女由美子「エルム牧師館の幽霊」（『英国幽霊案内』アンダーウッド/著より イギリス） 

三田村慶春「食事会に招かれた男 」（『ブルターニュ幻想集』より フランス） 

古屋和子「青頭巾」（『雨月物語』上田秋成/作より 日本･創作） 

 

〈昔話の部屋〉 10月 10日 19：30～21：00 

会場；ゆめみの宿「観松館」２F大宴会場「松雲」 参加；230人  司会；大島広志 

大平悦子「年越しのさずかり物」（岩手県）  佐藤玲子「さかさ面コ」（宮城県） 

三浦 牧「飯食ね嫁」（山形県）        横山幸子「しったかぶり」（福島県） 

金 基英「こぶとり」（韓国）         望月裕子「たらい舟にのった娘」（新潟） 

藤巻愛子「むるどん」（山梨県）       立石憲利「竹荘の話」（岡山県） 

尾松純子「セツブーン」（新潟県）      君川みち子「宝しゃもじ」（山形県） 


