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伝承遺産「佐賀の昔話」を追加公開します 
 

 昔話は、短い物語ですが、その中には「生きるための知恵」が込められており、

後世へと伝えていく役割があります。  

 佐賀県は、このような昔話の宝庫で、県立図書館では、文字や挿絵だけではな

く、朗読も合わせてデジタル化し、世代や障害の有無を越えて携帯端末などの通

信機器をとおして、好きな時、好きな場所で佐賀県に語り継がれてきた貴重な「佐

賀の昔話」に接することができる「Web 版佐賀の昔話」を公開しています。 

 「Web 版佐賀の昔話」は、5 か年計画で、1 年毎に 20 話を追加し、平成 28 年度

には 100 話を当館ホームページ上で公開する予定です。 

今年度は、仕事（作業）の中で語られた話『にわか侍』『一杯飲まんば話されん』

などを追加公開します。 

また、今年度も挿絵を佐賀県立佐賀北高等学校美術部の 2 年生に描いていただ

いています。物語に込められた思いとともに、生徒たちの豊かな感性と表現にも

触れていただきながら楽しんでいただけます。 

より多くの皆様に伝承遺産「佐賀の昔話」を楽しんでいただき、子どもたちの

「生きるための知恵（生きる力）」を育むだけでなく、物語（文学）への関心・興

味を高めて読書への親しみに、また子どもたちの郷土愛の形成につながることを

期待しています。 

記 
 

１ 追加分の公開日時 平成 26 年 3 月 17 日（月曜日）9 時 

 

２ ＷＥＢサイト名 「Web 版佐賀の昔話」 

 当館ホームページのトップにある「Web 版佐賀の昔話」 

のバナーからお入りください。 

（URL:http://www.tosyo-saga.jp/kentosyo/web-mukashibanashi/index.html） 

 

３ 内容 

  ・この取り組みは、ふるさと納税を活用した児童書の充実を図ることを目的

平成 26 年 3 月 17 日 

佐賀県立図書館 企画・広報担当 

担当者   高井  諸岡 

内線 3711／直通 0952-24-2900 

E-mail: saga-kentosyo@pref.saga.lg.jp
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とする事業です。 

  ・今回公開する昔話は、20 話です。昨年度公開分と合わせて 40 話をお楽しみ

いただけます。 

 今年度は、有田町の焼き物に絵付けをする場（絵かき座）で伝承される笑

い話『一杯飲まんば話されん』、佐賀弁の「なた」で語られる『明け六つ暮

れ六つの鐘（大和町）』や落語の「じゅげむ」で有名な話と同類の『長い名

の子（みやき町）』などを公開します。（詳細は、別添リストを参照くださ

い。）  

  ・挿絵は、佐賀県立佐賀北高等学校美術部 2 年生が担当しています。一人で

描いたもの、合作のものなど、どの作品も描く人それぞれの個性あふれる

作品に仕上がっています。 

  ・ナレーションは、稲葉ゆう子さん（かしまんにわか一座賑い商「はっぴぃ 

かむかむ」代表）と、よしのがり牟田さん（NBC ラジオ佐賀パーソナリティ）

が担当しています。 

  ・YouTube のアノテーション機能を用いて、方言等の説明が表示されます。 

【画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 問い合せ先 

県立図書館資料課 郷土調査担当(電話 0952-24-2900) 



タイト
ルNo
（五十
音順）

地区 タイトル 採話地 話者
挿絵

[佐賀県立佐賀北高校
　美術部（２年）]

ナレーション 動画時間
[分：秒]

出典

16 三神 ぐうずのものいい 三養基郡基山町園部 野田高徳 望月優菜恵 よしのがり牟田 9:51 基山の民話

6 三神 産神と河童 三養基郡基山町園部 野田高徳 鑰山寛乃 よしのがり牟田 7:31 基山の民話

29 三神 長い名の子 三養基郡みやき町東津 石井良一 有馬あかね よしのがり牟田 4:37 三根の民話

8 三神 横道孫兵衛話「鴨の汁」 神埼郡吉野ヶ里町松隈 森田官市 増田ひかる よしのがり牟田 2:07 吉野ヶ里の民話

1 佐城 明け六つ暮れ六つの鐘（蛇女房） 佐賀市大和町久池井 森永シゲ 増永倭女 稲葉ゆう子 4:17 （原話は佐賀民話の会）

30 佐城 にわか侍 佐賀市大和町久池井 山本清吾 森彩香・三好史紘 よしのがり牟田 8:49 （原話は佐賀民話の会）

39 佐城 野狐とい金兵衛さん（尻尾の釣り） 佐賀市長瀬町 納富信子 松本絵理香 稲葉ゆう子 5:55 さが昔話

3 佐城 尼さんとおしゃらさん 佐賀市長瀬町 納富信子 田中きら 稲葉ゆう子 7:20 さが昔話

17 佐城 弘法大師とえつの魚 佐賀市諸富町為重 糸山定雄 中倉寛隆 よしのがり牟田 3:31 諸富の民話

18 佐城 こんにゃく問答 多久市北多久町小侍 飯盛康晴 大屋和 よしのがり牟田 9:38 佐賀の民話

27 杵西 鶴と亀の旅 伊万里市立花町渚 松尾テイ 眞﨑萌 稲葉ゆう子 3:58 肥前伊万里の昔話と伝説

28 杵西 取付こうか引付こうか 伊万里市立花町渚 松尾テイ 山之口ことね 稲葉ゆう子 6:45 肥前伊万里の昔話と伝説

7 杵西 絵かき座話「一杯飲まんば話されん」 西松浦郡有田町泉山 池田忠一 馬場ひなの よしのがり牟田 3:32 有田町史　政治・社会編Ⅱ

34 藤津 貧乏神と福の神（大歳の客） 嬉野市塩田町美野 蒲原タツエ 宮﨑苑美 稲葉ゆう子 7:02 蒲原タツエ媼の語る843話

38 藤津 嫁と姑 嬉野市嬉野町吉田 山上栄 光瀬千智 よしのがり牟田 2:32 嬉野の民話

26 藤津 善右衛門話「鉄砲・鴨千匹」 藤津郡太良町糸岐 今村亀一 蒲池捺稀 よしのがり牟田 3:27 太良の民話

12 藤津 金のなる木 嬉野市塩田町美野 蒲原タツエ 八田杏菜・浅井太一 稲葉ゆう子 10:51 蒲原タツエ媼の語る843話

4 藤津 和泉式部と足袋の始まり 嬉野市塩田町美野 蒲原タツエ 南里成美 稲葉ゆう子 3:13 蒲原タツエ媼の語る843話

13 東松浦 勘右衛門話「一番高っか山」 唐津市厳木町広瀬 松尾秀雄 坂田果穂 よしのがり牟田 1:15 厳木の民話

15 東松浦 勘右衛門話「息子のほら比べ」 唐津市厳木町厳木 松田トキワ 木下湧太 稲葉ゆう子 3:37 厳木の民話

平成25年度　佐賀の昔話リスト（今年度分20話）

計　109:48（平成24年度は122:45）
5:29/話（平成24年度は6:08/話）


