
標準タイムスケジュール
　９：５０～ ミニシアター （DVD上映）

１１：００～ おはなしのへや （紙芝居の上演や絵本の読み聞かせ）

１４：００～ おはなしのへや （紙芝居の上演や絵本の読み聞かせ）

１５：００～ ミニシアター （DVD上映）

１６：００～ ミニシアター （DVD上映）

　　ボランティアによる楽しい紙芝居の上演、絵本の読み聞かせなどを行います。
　　開催日時と上演者については裏面のカレンダーをご覧ください。

　　アニメや人形劇などのDVD作品を上映します。８／１５以外の火曜日は休館日です。
　　「アニメ文学館」「アニメ古典文学館」「シェイクスピア名作集」の上映日時は裏面をご覧ください。
第１週 第２週 第３週 第４週 第５週 第６週 第７週
７／２１ ７／２２～２８ ７／２９～８／４ ８／５～１１ ８／１２～１８ ８／１９～２５ ８／２６～３１
日本の民話 NHKこども NHKこども エリック・カール 影絵劇 わたしのワンピース 14ひきのシリーズ

常田富士男の にんぎょう劇場 にんぎょう劇場 街頭紙芝居DVD ＋ 「たろう」シリーズ 原作：

紙しばい 日本編 世界編 「平和への祈り」 野坂昭如戦争童話集 エリック・カール いわむらかずお

9:50～10:50 9:50～10:35 9:50～10:35 9:50～10:20 9:50～10:40 9:50～10:20 9:50～10:40
①桃太郎／ 「かさじぞう」 「三びきのやぎの エリック・カール 影絵劇 「わたしの 14ひきのかぼちゃ

　こぶとり爺さん 　がらがらどん」 　　　　コレクション 銀河鉄道の夜 　ワンピース」 ナレーション：

「金の斧」 「ハーメルンの 監督：アンドリュー・ガフ 影絵・演出： 「みずいろの 榊原郁恵

②さるかに合戦／ 　ふえふき男」 「はらぺこあおむし」 藤城清治 　ながぐつ」 14ひきのやまいも

　つるの恩返し 「じゅげむじゅげむ」 「ブレーメンの 声の出演： 「きんぎょのトトと ナレーション：

　音楽隊」 風吹ジュンほか 　そらのくも」 竹下景子

15:00～16:00 15:00～15:45 15:00～15:45 15:00～16:30 15:00～15:45 15:00～15:50 15:00～16:00
③浦島太郎／ 「ごんぎつね」 「マッチうりの少女」 街頭紙芝居DVD 野坂昭如戦争童話集 14ひきのあさごはん

　金太郎 「平和への祈り」 ウミガメと少年 ナレーション：

「わらしべちょうじゃ」 「みにくい 作：町屋住男 監督： ・「たろうのともだち」 紺野美紗子

④花咲じいさん／ 　あひるの子」 絵：N きいち やすみ哲夫 　「たろうのひっこし」 14ひきのせんたく

　ぶんぶく茶がま 「三枚のお札」 「けものの城」 実演者：永田為春 ・「たろうのおでかけ」 ナレーション：

　「たろうのばけつ」 紺野美紗子

16:00～16:30 16:00～16:45 16:00～16:45 16:00～16:45 16:00～16:30 16:00～16:30
⑤かちかち山／ 「つるのおんがえし」 「王さまの耳は 野坂昭如戦争童話集 エリック・カール 14ひきのひっこし

　一寸法師 　ロバの耳」 ぼくの防空壕 　　　　コレクション ナレーション：

「かぐやひめ」 「おおかみと 脚本・監督： 監督：アンドリュー・ガフ 竹下景子

 七ひきのこやぎ」 竹内啓雄 「はらぺこあおむし」

「てぶくろをかいに」 「バラモンとトラ

　とジャッカル」

なつやすみは県立文学館へ！

なつやすみ おはなしのへや（申込不要・無料、２階：研修室３または和室）

なつやすみミニシアター（申込不要・無料、１階：映像展示室）

原作：堀内誠一・村山
桂子、声の出演：谷啓

※広島に落とされた
原爆の恐ろしさなどを
テーマに、戦後まもな
く制作された街頭紙
芝居「平和の祈り」全
30回、330場面を現役
の紙芝居師が実演し
たDVDビデオです。

群馬県立土屋文明記念文学館 
〒３７０－３５３３ 
群馬県高崎市保渡田町２０００番地 
ＴＥＬ．０２７－３７３－７７２１ 
ＦＡＸ．０２７－３７３－７７２５ 

絵本のひろば（無料） 
 子どものための本を１，０００冊以上集めたコー
ナーで、じゅうたんの上でゆっくり読むことができます。 
 歌人や詩人が関わった絵本も集めています。 
 

文学館クイズ（無料） 

 “ぐんまちゃん”の案内で、クイズに答えながら群

馬県や文学について学習できます。 

・７／１５（土）～９／１８（月・祝）第９７回企画展 
 「愛の手紙 －文学者の様々な愛のかたち－」 
・常設展示「土屋文明－その作品と生涯－」「三十六歌人」コーナー 
 中学生以下は企画展や常設展示も無料で観覧できます。 

★アニメ文学館 
第１巻 川端康成 『伊豆の踊子』／伊藤左千夫 『野菊の墓』 
第３巻 堀辰雄 『風立ちぬ』／谷崎潤一郎 『春琴抄』 
第５巻 森鴎外 『舞姫』／樋口一葉『たけくらべ』 
第６巻 井上靖 『あすなろ物語』／尾崎士郎 『人生劇場』 
第７巻 林芙美子 『放浪記』／芥川龍之介 『奉教人の死』／戸川幸夫 『高安犬物語』 
第９巻 夏目漱石 『坊ちゃん』 （前編：新任教師怒る・後編：赤シャツ退治）  

第１０巻 山本有三 『路傍の石』 （前編：中学志望・後編：つらい日々） 

第１１巻 竹山道雄 『ビルマの竪琴』 （前編：埴生の宿・後編：別れのうた） 

第１２巻 富田常雄 『姿三四郎』  

      （第1部：紘道館の風雲児・第2部：必殺の山嵐・第3部：右京ヶ原の対決） 

第１５巻 武者小路実篤 『友情』／久米正雄 『学生時代』 

 

★アニメ古典文学館 
第１巻 竹取物語     第２巻 枕草子 
第３巻 平家物語     第４巻 徒然草 
第５巻 おくのほそ道   第６巻 万葉集 
 

★シェイクスピア名作集 
第１巻 ハムレット     第３巻 十二夜 

「なつやすみ おはなしのへや」がない日には、日本近代文学の名作をアニメ化した「アニメ文学館」や、「万葉集」などの 
古典文学をアニメ化した「アニメ古典文学館」を上映。今年は「シェイクスピア名作集」（字幕付き海外アニメ）も加わります。 



土 日 月 火 水 木 金
7/21

11:00～、14:00～
苺ばたけ
（紙芝居など）

常田冨士男の紙しばい

22 23 24 25 26 27 28
11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～
かみつけ民話の会 おはなし すずの会

紙風船 （読み聞かせなど）

休館日

29 30 31 8/1 2 3 4
11:00～ 11:00～、14:00～
ヨボ読ボの会 朗読と話し方
（紙芝居など） クッションの会

（読み聞かせなど）

休館日

5 6 7 8 9 10 11
11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～
楽遊会 群馬県紙芝居研究会 子どもと本をつなぐ会 萌えぎの会 北部小おはなしの会

（紙芝居など） （紙芝居など） “結” （読み聞かせなど） （読み聞かせなど）

（読み聞かせなど）

休館日

12 13 14 15 16 17 18
11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～
ＥＢＡの会 茨城大学紙芝居研究会 ひまわり
（パネルシアターなど） （紙芝居など） （紙芝居など）

19 20 ２１ 22 23 24 25
13:30～16:00 11:00～、14:00～ 11:00～、14:00～
「県立文学館 アイアイ たこさんのおはなしや

　紙芝居 （読み聞かせなど） （読み聞かせなど）

　フェスティバル」

休館日

26 27 28 29 30 31

休館日

「なつやすみミニシアター」
　（１F：映像展示室）

ミニシアター第２週　NHKこどもにんぎょう劇場　世界編

アニメ古典文学館
11:00～11:40
14:00～14:40
②枕草子
④徒然草

シェイクスピア
名作集（大人向き）
11:00～11:50
14:00～14:55
①ハムレット
③十二夜

アニメ文学館
11:00～11:50
①伊豆の踊子／野
菊の墓
14:00～14:50
③風立ちぬ／春琴
抄

ミニシアター第２週　NHKこどもにんぎょう劇場　日本編

シェイクスピア
名作集（大人向き）
11:00～11:50
14:00～14:55
①ハムレット
③十二夜

ミニシアター第６週　「たろうシリーズ」などミニシアター第６週　「わたしのワンピース」など

アニメ古典文学館
11:00～11:40
14:00～14:40
①竹取物語
③平家物語

アニメ古典文学館
11:00～11:40
14:00～14:40
②枕草子
④徒然草

アニメ古典文学館
11:00～11:40
14:00～14:40
⑥万葉集
⑤おくのほそ道

ミニシアター第２週　NHKこどもにんぎょう劇場　日本編

「なつやすみ おはなしのへや」
　（２F：研修室３または和室）

　平成２９年度カレンダー
　　※日時や内容は予告なく変更となる場合があります。

　２０１７年８月１９日（土）13時30分～16時00分
　「県立文学館 紙芝居フェスティバル」
　　主催：群馬県立土屋文明記念文学館
　　上演：県立文学館「おはなしのへやボランティア」の皆さん
　　ゲスト：やべみつのり氏（紙芝居・絵本・造形作家）
　さまざまな上演を見ることで、多様な演じ方や作品選びについて学び合う、年に１度の「紙芝居フェス」です！
　上演を見るだけの子どもたち、大人の参加も大歓迎！

アニメ文学館
11:00～12:15
⑫姿三四郎（第1
部・第2部・第3部）
14:00～14:50
⑮友情／学生時代

アニメ文学館
11:00～11:50
⑩路傍の石（前編・
後編）
14:00～14:50
⑪ビルマの竪琴（前
編・後編）

ミニシアター第４週　「エリック・カール」など

ミニシアター第７週　14ひきのシリーズ

アニメ文学館
11:00～11:50
⑩路傍の石（前編・
後編）
14:00～14:50
⑪ビルマの竪琴（前
編・後編）

アニメ文学館
11:00～12:15
⑫姿三四郎（第1
部・第2部・第3部）
14:00～14:50
⑮友情／学生時代

シェイクスピア
名作集（大人向き）
11:00～11:50
14:00～14:55
①ハムレット
③十二夜

ミニシアター第７週　14ひきのシリーズ

ミニシアター第５週　9:50～「影絵劇　銀河鉄道の夜」、15:00～「野坂昭如戦争童話集　ウミガメと少年」、16:00～「野坂昭如戦争童話集　ぼくの防空壕」

アニメ文学館
11:00～12:15
⑦放浪記／奉教人
の死／高安犬物語
14:00～14:50
⑨坊ちゃん（前編・
後編）

ミニシアター第４週　「街頭紙芝居ＤＶＤ」など

アニメ文学館
11:00～11:50
⑤舞姫／たけくらべ
14:00～14:50
⑥あすなろ物語／
人生劇場

アニメ文学館
11:00～11:50
①伊豆の踊子／野
菊の墓
14:00～14:50
③風立ちぬ／春琴
抄

シェイクスピア
名作集（大人向き）
11:00～11:50
14:00～14:55
①ハムレット
③十二夜

ミニシアター第２週　NHKこどもにんぎょう劇場　世界編

アニメ古典文学館
11:00～11:40
14:00～14:40
①竹取物語
③平家物語

アニメ古典文学館
11:00～11:40
14:00～14:40
⑥万葉集
⑤おくのほそ道

アニメ文学館
11:00～11:50
⑤舞姫／たけくらべ
14:00～14:50
⑥あすなろ物語／
人生劇場

アニメ文学館
11:00～12:15
⑦放浪記／奉教人
の死／高安犬物語
14:00～14:50
⑨坊ちゃん（前編・
後編）

シェイクスピア
名作集（大人向き）
11:00～11:50
14:00～14:55
①ハムレット
③十二夜

もも 申込不要・無料 

（2017/07） 


