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ウェブサイトで貴重な伝承遺産「佐賀の昔話」を公開します 
 

 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。また、空想の中で心の欲望や願望を満足し

納得させたり、生きていく上での問題解決の糸口を見つけることにも役立ちます。 

 佐賀県は、このような昔話の宝庫で、語り伝えられてきた昔話は、県の貴重な

伝承遺産です。 

この度、県立図書館では、それらの昔話をデジタル化し、下記のとおり、当館

のホームページで公開します。 

 今回は、文字や挿絵だけではなく、朗読も合わせてデジタル化していますので、

世代や障害の有無を越えて携帯端末といった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

るようになります。 

なお、デジタル化にあたり、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るよう工夫しています。 

これを機に、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つながることを期待しています。 

 

記 
 

１ 公開日時 平成 25 年 3 月 19 日（火曜日）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） 

 

平成２５年 3 月１２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
くすクスくん（県立図書館マスコット） 
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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

とする事業です。 

  ・ 24 年度から 28 年度までに佐賀の昔話 100 話をデジタル化し、当館のホー

ムページで公開する予定です。 

・今回公開する昔話は、20 話の構成です。全編で、2 時間 2 分 45 秒です。 

（短いもので 1 分 48 秒、長いもので 11 分 41 秒です。） 

   鳥栖市の民話「もずと白さぎときつね」（4 分 18 秒）、諸富の民話「十二支

由来」(5 分 48 秒)などです。（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、一人 1 話ずつ担当して

います。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（鹿島にわか一座「はっぴぃ かむかむ」

座長）と谷口文章さん（えびす FM パーソナリティ、フリーアクター）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) 



Ｎｏ 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

1 三神 もずと白さぎときつね 鳥栖市永吉町 前川亀太 関家こばと 稲葉ゆう子 4:18 日本の民話　九州（一）

2 三神 椎の実拾い 三養基郡みやき町東津 石井良一 大町莉佳 谷口文章 11:08 三根の民話

3 三神 ポンポン鳥 神埼市神埼町石井ヶ里 松石ノビ 今村優美 稲葉ゆう子 2:27 吉野ヶ里の民話

4 三神 わくど息子 三養基郡基山町白坂 天本ハツネ 小田村拓樹 稲葉ゆう子 4:57 基山の民話

5 三神  ヘヘラヘーとホホラホー 鳥栖市永吉町 佐藤作一 生島遙 谷口文章 11:41 とすの口承文芸

6 佐城 十二支由来 佐賀市諸富町諸富津 松崎安一 永石卓哉 谷口文章 5:48 諸富の民話

7 佐城 猿どんと蟹どん 小城市三日月町江利 黒川ムラ 山口呼夏 稲葉ゆう子 4:09 三日月の民話

8 佐城 蛙の親不孝 小城市牛津町谷 池田トメ 小野桃佳 稲葉ゆう子 1:48 牛津の民話

9 佐城 姥捨山・灰縄 佐賀市諸富町石塚 井手モモエ 松本乃子 稲葉ゆう子 5:28 諸富の民話

10 佐城 徐福伝説 佐賀市諸富町東寺井 江口又一 山口優華 谷口文章 7:44 諸富の民話

11 杵西 鼠と狐の競争 伊万里市立花町渚 松尾テイ 池田心 稲葉ゆう子 4:15 肥前伊万里の昔話と伝説

12 杵西 猿の尻尾の由来 伊万里市立花町渚 松尾テイ 内田詩織 谷口文章 11:34 肥前伊万里の昔話と伝説

13 杵西 おむすびころりんこん 伊万里市立花町渚 松尾テイ 木下美佳 稲葉ゆう子 8:31 肥前伊万里の昔話と伝説

14 藤津 蛤嫁 嬉野市塩田町美野 蒲原タツエ 野田悠 稲葉ゆう子 4:15 蒲原タツエ媼の語る843話

15 藤津 水神さんの手紙 嬉野市塩田町美野 蒲原タツエ 池田美加 稲葉ゆう子 8:51 蒲原タツエ媼の語る843話

16 藤津 有明孫兵衛話「相撲取り」 嬉野市塩田町美野 蒲原タツエ 福田愛 稲葉ゆう子 6:12 蒲原タツエ媼の語る843話

17 藤津 節分の起源 嬉野市塩田町美野 蒲原タツエ 山口奈緒美 稲葉ゆう子 5:31 蒲原タツエ媼の語る843話

18 藤津 岳の新太郎さん 藤津郡太良町上川原 小渕力平 山本歌波 谷口文章 5:22 太良の民話

19 東松浦 糊地蔵 唐津市厳木町天川 田久保進 ベイリー・アスカ 谷口文章 5:47 厳木の民話

20 東松浦 勘右衛門話「大飯食らいの嫁さん」 唐津市浜玉町大江 鳥巣田鶴子 樋渡工 稲葉ゆう子 2:59 庠舎　第34号

計　122:45
6:08/話

平成24年度　佐賀の昔話リスト


