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実習４                  お話を知る 

©2020sakurakosensei 転載禁止 

１．過去の出題                                ＊赤字は複数出題 

出題回次 出題されたお話 

令和元年後期 

問 13 

＜きょうだい関係を描いた作品＞ 

〇「ティッチ」（パット・ハッチンス 作） 

×「ぼちぼち いこか」（マイク・セイラー 作） 

〇「ちょっとだけ」（瀧村有子 作） 

×「キャベツくん」（長新太 作） 

平成 31年前期 

問 13 

＜年齢別とねらいを考慮した作品を選ぶ＞ 

3 歳児「いっぽんばしわたる」（五味太郎 作） 

2 歳児「はけたよ はけたよ」（神沢利子 作） 

5 歳児「ぼくのだいじな あおいふね」（ディック・ブルーナ 作） 

4 歳児「ぽんたの じどうはんばいき」（加藤ますみ 作） 

平成 31年前期 

問 17、18 

＜絵本で使われている技法＞ 

「いっぱい やさいさん」（まど・みちお 作） 

平成 30年前期 

問 13 

＜乳児に対するオノマトペの面白さを描いた絵本＞ 

〇「じゃあじゃあびりびり」（まついのりこ 作） 

〇「がたん ごとん がたん ごとん」（安西水丸 作） 

×「きつねのよめいり」（松谷みよ子 作） 

×「ちいさいおうち」（バージニア・リー・バートン） 

平成 29年前期 

問 11 

＜造形にからむ出題＞ 

「ぼくのくれよん」（長新太 作） 

「はらぺこあおむし」（エリック・カール 作） 

「おおきなかぶ」（ロシア民話） 

「こんにちは！へんてこライオン」（長新太 作） 

「きんぎょがにげた」（五味太郎 作） 

「だるまさんが」（かがくいひろし 作） 

平成 29年前期 

問 13 

＜絵本と作者の組み合わせ＞ 

「おつきさまこんばんは」（林明子 作） 

「かいじゅうたちのいるところ」（モーリス・センダック 作） 

「ねずみくんのチョッキ」（なかえよしを 作） 

「もこ もこもこ」（谷川俊太郎 作） 
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出題回次 出題されたお話 

平成 29年前期 

問 14 

＜民話と国名の結び付け＞ 

「スーホの白い馬」（モンゴル民話） 

「３びきのやぎのがらがらどん」（ノルウェー民話） 

「てぶくろ」（ウクライナ民話） 

平成 28年後期 

問 13 

＜イソップ寓話が元となっているお話＞ 

〇「北風と太陽」 

〇「アリとキリギリス」 

×「ヘンゼルとグレーテル」（グリム童話） 

〇「ウサギとカメ」 

×「美女と野獣」（ボーモン夫人 作） 

平成 28年後期 

問 14 

＜幼年童話の作品と作者の組み合わせ＞ 

「いやいやえん」（中川李枝子 作） 

「ちいさいももちゃん」（松谷みよ子 作） 

「エルマーのぼうけん」（ルース・スタイルス・ガネット 作） 

「ロボット・カミイ」（ふるたたるひ 作） 

平成 28年前期 

問 13 

＜絵本と作者の結び付け＞ 

「おつきさまこんばんは」（林明子 作） 

「からすのパンやさん」（かこ さとし 作） 

「キャベツくん」（長新太 作） 

「おばけのてんぷら」（せな けいこ 作） 

「わたしのワンピース」（にしまき かやこ 作） 

平成 27年 ＜2歳児にあった絵本＞ 

〇「がたん ごとん がたん ごとん」（安西水丸 作） 

〇「だるまさんが」（かがくいひろし 作） 

×「さんまいのおふだ」（水沢謙一 再話） 

〇「たべたのだあれ」（五味太郎 作） 

×「ごんぎつね」（新美南吉 文） 

平成 26年 

問 12 

＜造形的な技法の絵本＝コラージュ＞ 

「フレデリック」「ひとあし ひとあし」（レオ・レオニ 作） 

「はらぺこあおむし」（エリック・カール 作） 

平成 26年 

問 13 

＜文章の正誤＞ 

〇「おおきなかぶ」はロシア民話である。 

×「スーホの白い馬」は、新美南吉の創作である。→モンゴル民話 

×「ふるやのもり」は、イギリスの昔話である。→日本の昔話 

平成 25年 

問 10 

＜絵の具の 3原色の考え方の絵本＞ 

「あおくんときいろちゃん」（レオ・レオニ 作） 
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出題回次 出題されたお話 

平成 25年 

問 13 

＜本についての正誤＞ 

〇「ももたろう」は日本の昔話である。 

×「３びきのやぎのがらがらどん」は、中国の昔話である。→ノルウェー 

×「赤ずきん」は、宮沢賢治の創作である。→グリム童話またはペロー童話 

×「おしいれのぼうけん」は、松谷みよ子の創作である。→ふるたたるひ 

 

 

 

２．日本の作者 

作 者 作  品 

安西水丸 「がたん ごとん がたん ごとん」 「りんごりんごりんごりんごりんごりん

ご」 

かがくいひろし 「だるまさんが」 「おしくら・まんじゅう」 「おふとんかけたら」 

かこさとし 「からすのパンやさん」 「だるまちゃんとてんぐちゃん」 「はははのはなし」 

五味太郎 「ゆびくん」 「たべたのだあれ」 「きんぎょがにげた」 「ぽぽぽぽぽぽ」 

「さる・るるる」 

せなけいこ 「ねないこだれだ」 「もじゃもじゃ」 「いやだいやだ」 「あーんあん」 

「めがねうさぎ」 「おばけのてんぷら」 「ふうせんねこ」 

谷川俊太郎 「ひとあし ひとあし」 「もこもこもこ」 「これはのみのぴこ」 

長新太 「キャベツくん」 「ぼくのくれよん」 「ころころにゃーん」 

「へんてこ へんてこ」 「おなら」 

なかえよしを ねずみくんシリーズ （「ねずみくんのチョッキ」など） 

中川李枝子 「ぐりとぐら」 「いやいやえん」 「そらいろのたね」 

新美南吉 「ごんぎつね」 「手ぶくろを買いに」 「あかいろうそく」 

にしまきかやこ 「わたしのワンピース」 「まこちゃんのおたんじょうび」 

林明子 「おつきさまこんばんは」 「はじめてのおつかい」 「こんとあき」 

「とんことり」 

ふるたたるひ 「ロボット・カミイ」 「大きい１年生と小さな２年生」 

「おしいれのぼうけん」（たばたせいいち共著） 
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３．外国の作者 

作 者 作  品 

エリック・カール 「はらぺこあおむし」 「できるかな あたまからつまさきまで」 

「パパ、お月さまとって！」 

ディック・ブルーナ 

 

「ちいさなうさこちゃん」（ミッフィーシリーズ）「ふしぎなたまご」 

「ちいさなさかな」 

モーリス・センダック 「かいじゅうたちのいるところ」 「ふふふんへへへんぽん！」 

「まよなかのだいどころ」 

ルース・スタイルス・ 

ガネット 

「エルマーのぼうけん」 

レオ・レオニ 「ひとあし ひとあし」 「あおくんときいろちゃん」 「スイミー」 

「フレデリック」 「じぶんだけのいろ」 

 

 

 

４．昔話 

作 者 作  品 

ロシア民話 「おおきなかぶ」 「イワンのばか」 「かえるの王女」 

ノルウェー民話 「３びきのやぎのがらがらどん」 

モンゴル民話 「スーホの白い馬」 「いしになったかりゅうど」 

ウクライナ民話 「てぶくろ」 

イギリス民話 「３びきのこぶた」 「ジャックと豆の木」 

日本民話 「ももたろう」 「おむすびころりん」 「ふるやのもり」 

「わらしべ長者」 「こぶとりじいさん」 「花咲じじい」 

「つるの恩返し」 

イソップ童話 「ウサギとカメ」 「ありとはと」 「すっぱいぶどう」 

「王様の耳はロバの耳」 「田舎のねずみと町のねずみ」 

グリム童話 「ヘンゼルとグレーテル」 「赤ずきん」 「シンデレラ」 

「ブレーメンの音楽隊」 「いばら姫」 「おおかみと７ひきのこやぎ」 

 


