
2023年度 お話でてこい ― 放送予定（年少向け）
ラジオ第2　月曜日 午前９時４５分～１０時 【再放送】土曜日 午前７時５０分～８時５分 ラジオ第2　月曜日 午前９時４５分～１０時 【再放送】土曜日 午前７時５０分～８時５分

放送回 放送日 再放送 タイトル 作者 放送回 放送日 再放送 タイトル 作者

第1回 4月3日 4月8日 いなばのしろうさぎ 日本昔話 第27回 10月2日 10月7日 いなばのしろうさぎ 日本昔話

第2回 4月10日 4月15日 おだんごぱん ノルウェー昔話 第28回 10月9日 10月14日 おだんごぱん ノルウェー昔話

第3回 4月17日 4月22日 おむすびころりん 日本昔話 第29回 10月16日 10月21日 おむすびころりん 日本昔話

第4回 4月24日 4月29日 踊ってぼろぼろになった靴 グリム 第30回 10月23日 10月28日 踊ってぼろぼろになった靴 グリム

第5回 5月1日 5月6日 しょうぶの花 日本民話 第31回 10月30日 11月4日 しょうぶの花 日本民話

第6回 5月8日 5月13日 金の斧 銀の斧 イソップ 第32回 11月6日 11月11日 金の斧 銀の斧 イソップ

第7回 5月15日 5月20日 にじのみずうみ イタリア民話 第33回 11月13日 11月18日 にじのみずうみ イタリア民話

第8回 5月22日 5月27日 さかな１ぴき なまのまま さのようこ（フレーベル館） 第34回 11月20日 11月25日 さかな１ぴき なまのまま さのようこ（フレーベル館）

第9回 5月29日 6月3日 パンをふんだ娘 アンデルセン 第35回 11月27日 12月2日 パンをふんだ娘 アンデルセン

第10回 6月5日 6月10日 ねこが顔をあらうわけ リトアニア昔話（実業の日本社） 第36回 12月4日 12月9日 ねこが顔をあらうわけ リトアニア昔話（実業の日本社）

第11回 6月12日 6月17日 大工と鬼六 日本昔話 第37回 12月11日 12月16日 大工と鬼六 日本昔話

第12回 6月19日 6月24日 胸の赤いこまどり スコットランド昔話 第38回 12月18日 12月23日 胸の赤いこまどり スコットランド昔話

第13回 6月26日 7月1日 どうしてネコ年がないの 日本昔話 第39回 12月25日 12月30日 どうしてネコ年がないの 日本昔話

第14回 7月3日 7月8日 たなばた 中国昔話 第40回 1月1日 1月6日 太陽とおんどり 中国昔話／君島久子訳

第15回 7月10日 7月15日 身がわりの石びつ 日本昔話（講談社） 第41回 1月8日 1月13日 身がわりの石びつ 日本昔話（講談社）

第16回 7月17日 7月22日 仙女たち ペロー 第42回 1月15日 1月20日 仙女たち ペロー

第17回 7月24日 7月29日 化けだいこ 日本昔話 第43回 1月22日 1月27日 化けだいこ 日本昔話

第18回 7月31日 8月5日 節分の話 日本昔話 第44回 1月29日 2月3日 節分の話 日本昔話

第19回 8月7日 8月12日 てぶくろを買いに 新美南吉 第45回 2月5日 2月10日 てぶくろを買いに 新美南吉

第20回 8月14日 8月19日 大きなかぶら グリム 第46回 2月12日 2月17日 大きなかぶら グリム

第21回 8月21日 8月26日 太陽とおんどり 中国昔話／君島久子訳 第47回 2月19日 2月24日 たなばた 中国昔話

第22回 8月28日 9月2日 絵姿女房 日本昔話 第48回 2月26日 3月2日 絵姿女房 日本昔話

第23回 9月4日 9月9日 おばあさんだいすき 神沢利子（ポプラ社） 第49回 3月4日 3月9日 おばあさんだいすき 神沢利子（ポプラ社）

第24回 9月11日 9月16日 魔女ウィッペティー イギリス昔話 第50回 3月11日 3月16日 魔女ウィッペティー イギリス昔話

第25回 9月18日 9月23日 三匹のやぎのがらがらどん 北欧昔話／せたていじ訳（福音館） 第51回 3月18日 3月23日 三匹のやぎのがらがらどん 北欧昔話／せたていじ訳（福音館）

第26回 9月25日 9月30日 さるとかに 日本昔話 第52回 3月25日 3月30日 さるとかに 日本昔話

※放送内容が変更になる場合があります。※放送内容が変更になる場合があります。

1 / 3



2023年度 お話でてこい ― 放送予定（年中向け）
ラジオ第2　火曜日 午前９時４５分～１０時 【再放送】土曜日 午前８時５分～８時２０分 ラジオ第2　火曜日 午前９時４５分～１０時 【再放送】土曜日 午前８時５分～８時２０分

放送回 放送日 再放送 タイトル 作者 放送回 放送日 再放送 タイトル 作者

第1回 4月4日 4月8日 ふしぎなかね 中村美佐子（ひかりのくに） 第27回 10月3日 10月7日 ふしぎなかね 中村美佐子（ひかりのくに）

第2回 4月11日 4月15日 しらべにきたよ 三木卓（大日本図書） 第28回 10月10日 10月14日 しらべにきたよ 三木卓（大日本図書）

第3回 4月18日 4月22日 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男（福音館） 第29回 10月17日 10月21日 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男（福音館）

第4回 4月25日 4月29日 ねずみのごちそう 杉田豊（講談社） 第30回 10月24日 10月28日 ねずみのごちそう 杉田豊（講談社）

第5回 5月2日 5月6日 なまえをみてちょうだい あまんきみこ（フレーベル館） 第31回 10月31日 11月4日 なまえをみてちょうだい あまんきみこ（フレーベル館）

第6回 5月9日 5月13日 おしいれのぼうけん 古田足日（童心社） 第32回 11月7日 11月11日 おしいれのぼうけん 古田足日（童心社）

第7回 5月16日 5月20日 おじさんのかさ 佐野洋子（講談社） 第33回 11月14日 11月18日 おじさんのかさ 佐野洋子（講談社）

第8回 5月23日 5月27日 いたずらくもの子 小沢正（チャイルド社） 第34回 11月21日 11月25日 いたずらくもの子 小沢正（チャイルド社）

第9回 5月30日 6月3日 ともだちくるかな 内田麟太郎（偕成社） 第35回 11月28日 12月2日 ともだちくるかな 内田麟太郎（偕成社）

第10回 6月6日 6月10日 おおかみ（「いやいやえん」より） 中川李枝子（福音館） 第36回 12月5日 12月9日 おおかみ（「いやいやえん」より） 中川李枝子（福音館）

第11回 6月13日 6月17日 しまったおじさんのわすれもの 寺村輝夫（講談社） 第37回 12月12日 12月16日 しまったおじさんのわすれもの 寺村輝夫（講談社）

第12回 6月20日 6月24日 ばらいろの雲 立原えりか 第38回 12月19日 12月23日 ばらいろの雲 立原えりか

第13回 6月27日 7月1日 うさぎのモコ～ゆきがくる～ 神沢利子（ポプラ社） 第39回 12月26日 12月30日 うさぎのモコ～ゆきがくる～ 神沢利子（ポプラ社）

第14回 7月4日 7月8日 おうさまはパイがおすき 中村美佐子（ひかりのくに） 第40回 1月2日 1月6日 おうさまはパイがおすき 中村美佐子（ひかりのくに）

第15回 7月11日 7月15日 もりのへなそうる① 渡辺茂男（福音館） 第41回 1月9日 1月13日 もりのへなそうる① 渡辺茂男（福音館）

第16回 7月18日 7月22日 もりのへなそうる② 渡辺茂男（福音館） 第42回 1月16日 1月20日 もりのへなそうる② 渡辺茂男（福音館）

第17回 7月25日 7月29日 きばのあるヒツジ さねとうあきら（サンリード） 第43回 1月23日 1月27日 きばのあるヒツジ さねとうあきら（サンリード）

第18回 8月1日 8月5日 おばあさんのスプーン 神沢利子（福音館） 第44回 1月30日 2月3日 おばあさんのスプーン 神沢利子（福音館）

第19回 8月8日 8月12日 おばけのどろんどろんのおかあさん わかやまけん（ポプラ社） 第45回 2月6日 2月10日 おばけのどろんどろんのおかあさん わかやまけん（ポプラ社）

第20回 8月15日 8月19日 こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子（童心社） 第46回 2月13日 2月17日 こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子（童心社）

第21回 8月22日 8月26日 月夜のじどうしゃ 渡辺茂男（講談社） 第47回 2月20日 2月24日 月夜のじどうしゃ 渡辺茂男（講談社）

第22回 8月29日 9月2日 キツネとのやくそく 立松和平（河出書房新社） 第48回 2月27日 3月2日 キツネとのやくそく 立松和平（河出書房新社）

第23回 9月5日 9月9日 鬼の子ダボラ 高橋忠治（佼成出版社） 第49回 3月5日 3月9日 鬼の子ダボラ 高橋忠治（佼成出版社）

第24回 9月12日 9月16日 こぶたのかくれんぼ 小沢正（ポプラ社） 第50回 3月12日 3月16日 こぶたのかくれんぼ 小沢正（ポプラ社）

第25回 9月19日 9月23日 うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子（小峰書店） 第51回 3月19日 3月23日 うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子（小峰書店）

第26回 9月26日 9月30日 おはなはどこに 中村美佐子（教育画劇） 第52回 3月26日 3月30日 おはなはどこに 中村美佐子（教育画劇）

※放送内容が変更になる場合があります。 ※放送内容が変更になる場合があります。
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2023年度 お話でてこい ― 放送予定（年長向け）
ラジオ第2　水曜日 午前９時４５分～１０時 【再放送】土曜日 午前８時２０分～８時３５分 ラジオ第2　水曜日 午前９時４５分～１０時 【再放送】土曜日 午前８時２０分～８時３５分

放送回 放送日 再放送 タイトル 作者 放送回 放送日 再放送 タイトル 作者

第1回 4月5日 4月8日 ケントシャムの鐘 イギリス昔話 第27回 10月4日 10月7日 ケントシャムの鐘 イギリス昔話

第2回 4月12日 4月15日 こぶとり 日本昔話 第28回 10月11日 10月14日 こぶとり 日本昔話

第3回 4月19日 4月22日 いいおじいさんといいおばあさん アンデルセン 第29回 10月18日 10月21日 いいおじいさんといいおばあさん アンデルセン

第4回 4月26日 4月29日 がらくたの神様 越後の民話 第30回 10月25日 10月28日 がらくたの神様 越後の民話

第5回 5月3日 5月6日 ほらふきヤーノシュ ハンガリー昔話 第31回 11月1日 11月4日 ほらふきヤーノシュ ハンガリー昔話

第6回 5月10日 5月13日 羊飼いとライオン ロシア昔話 第32回 11月8日 11月11日 羊飼いとライオン ロシア昔話

第7回 5月17日 5月20日 さわよむどんのうなぎつり 日本昔話 第33回 11月15日 11月18日 さわよむどんのうなぎつり 日本昔話

第8回 5月24日 5月27日 いたずらジャック イギリス昔話 第34回 11月22日 11月25日 いたずらジャック イギリス昔話

第9回 5月31日 6月3日 ささやき橋 日本昔話 第35回 11月29日 12月2日 ささやき橋 日本昔話

第10回 6月7日 6月10日 恩を返したつばめ 朝鮮昔話 第36回 12月6日 12月9日 恩を返したつばめ 朝鮮昔話

第11回 6月14日 6月17日 牛方と山んば 日本昔話 第37回 12月13日 12月16日 牛方と山んば 日本昔話

第12回 6月21日 6月24日 ツェねずみとクンねずみ 宮沢賢治 第38回 12月20日 12月23日 ツェねずみとクンねずみ 宮沢賢治

第13回 6月28日 7月1日 アルゴー号の冒険 ギリシャ神話／山主敏子再話（ポプラ社） 第39回 12月27日 12月30日 アルゴー号の冒険 ギリシャ神話／山主敏子再話（ポプラ社）

第14回 7月5日 7月8日 山賊と弟 日本昔話 第40回 1月3日 1月6日 山賊と弟 日本昔話

第15回 7月12日 7月15日 いたずらギツネ ロシア昔話 第41回 1月10日 1月13日 いたずらギツネ ロシア昔話

第16回 7月19日 7月22日 くわんくわん 日本昔話 第42回 1月17日 1月20日 くわんくわん 日本昔話

第17回 7月26日 7月29日 幸せな人 トルストイ 第43回 1月24日 1月27日 幸せな人 トルストイ

第18回 8月2日 8月5日 鬼が笑った話 日本昔話 第44回 1月31日 2月3日 鬼が笑った話 日本昔話

第19回 8月9日 8月12日 長ぐつをはいた猫 ペロー 第45回 2月7日 2月10日 長ぐつをはいた猫 ペロー

第20回 8月16日 8月19日 さだ六としろ 日本昔話 第46回 2月14日 2月17日 さだ六としろ 日本昔話

第21回 8月23日 8月26日 ウィッチントンさんと猫 イギリス昔話 第47回 2月21日 2月24日 ウィッチントンさんと猫 イギリス昔話

第22回 8月30日 9月2日 魔術 芥川龍之介 第48回 2月28日 3月2日 魔術 芥川龍之介

第23回 9月6日 9月9日 うそつきのヤギ グリム 第49回 3月6日 3月9日 うそつきのヤギ グリム

第24回 9月13日 9月16日 なめとこ山の熊 宮沢賢治 第50回 3月13日 3月16日 なめとこ山の熊 宮沢賢治

第25回 9月20日 9月23日 赤いろうそくと人魚 小川未明 第51回 3月20日 3月23日 赤いろうそくと人魚 小川未明

第26回 9月27日 9月30日 ウィデワウ ドイツ昔話／山室静訳（社会思想社） 第52回 3月27日 3月30日 ウィデワウ ドイツ昔話／山室静訳（社会思想社）

※放送内容が変更になる場合があります。※放送内容が変更になる場合があります。
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