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新型コロナウイルスの流行地域からの帰国者や新型コロナウイルス感染症患者との接触歴のある方等からの相談を受け付
け、同感染症の疑いに該当する方を診療体制の整った医療機関につなぎます。
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任意成年後見手続き

武笠 朋子 （（（（
かし の木台 ハイ ツ）

荏 田南 小学校 「「「「絵本とおはな し の会会会会」」」」
で読 ん で いる本をご 紹介 します。

編集後記

◆今回より編集責任者を担当します小泉です。新型コロナウイルスでイベントの中止が続いています。
今日、用が無い・今日、行くところがない毎日です。運動不足にならないよう気を付けましょう。

小学校 で の絵本とおはな し の会 では、絵本だけ でな く昔
話 の本 から、昔話を 一話、読 む時 もあ ります。 こちら で
ご 紹介 す る二冊 は、 そ こでよく登場す る本 です。
『『『『 日本昔話百選』』』』
こ の本 は装 丁も中も、 ま ったく大 人仕様 です ので、知ら
な いとな かな か手に取 る機会 がな いかも しれません。 日
本各 地 で語られ て いた昔話を、 元京都女 子大学教授 の故
稲 田浩 二先生が集 められ編纂 さ れたも のです。 選ば れ し
百話が入 って います。頓智 あ り、怖 い話あ り、 不思議な
も の、美 し いも の、素朴な も の、様 々です。昔話 は本来
語られ て いたも の。 こ の本 では、美 し い節度 とリズ ムあ
る言葉 で、簡潔 に味わ い深く語ら れ て います。各 地方 の
方 言も入り、 そ の地方 の味わ いも感 じられます。
漢字 も多 く、 子どもが 一人 で読 む のはち ょ っと大変、ど
うぞ大 人が読 んであげ て、共 に楽 しん でくださ い。
『『『『イイイイギリ スと アイ ルラ ンド の昔話』』』』
イギ リ スの昔話が 二十 二篇、 アイ ルラ ンド の昔話が八篇
入 って います。イギ リ スのも のには、有名な 「三びき の
子ブ タ」
、「ジ ャ ックと マメ の木」などもありますが、「ち
いち ゃ い、ち いち ゃ い」
、「ミア ッカどん」「ふ しぎな お
客」な ん てお話も。ち ょ っと怖 いのです。 子ども達 は怖
いお話大好き です。
また、 「ト ム ・テ ィ ット ・ト ット」
は日本 の 「だ いくとおにろく」と
似 て いますが、 それぞれ のお国柄
で味わ いが全然違 って います。
アイ ルラ ンド のも のは、妖精が出
てく るお話がや はり面白 いです。
「元気な仕立 て屋」
、 「ノ ックグ
ラ フト ンの昔話」や 「グ リー シ」
、
「大男 フィン ・マカウ ル」など。
ユー モアもあ り、自在な精神を感
じる こ の国 の昔話も、た っぷ り味
わ ってみてくださ い。

毎年 二月 に荏 田南 小学校 で行われ て いる
『 日本昔話 百選』
稲 田浩 二 ・稲 田和 子編著 丸木位里 ・丸木俊絵 三省堂
十才を祝う会 （
成 人式） の様 子 です。
『 イギリ スと アイ ルラ ンド の昔話』
四年生が合 唱、合奏、群読、 スポー ツ、
石井桃 子編 ・訳 Ｊ ・Ｄ ・バト ン画
福音館書店
劇などを披露 し、保護者 への感謝を伝え ま した 。
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＜荏田南文化サロン＞

045045-664664-7761 9:00～
9:00～21:00（土日祝日含む）
21:00（土日祝日含む）

新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター
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