
 
 
  

日付 内 容 

4/1（日） 実施者：職員 

『からだがかゆい』 （福音館書店） 

岩合 光昭／しゃしん  岩合 日出子／ぶん 

『どうやってねるのかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／さく 

『ねむれないふくろうオルガ』 （偕成社） 

ルイス・スロボドキン／作  三原 泉／訳 

『ぐりとぐらのえんそく』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／さく  やまわき ゆりこ／え 

ストーリーテリング 「七人さきのおやじさま」 

   『世界のむかしばなし』（のら書店）より 

4/7（土） 実施者：職員 

『あおくんときいろちゃん』 （至光社） 

レオ・レオーニ／作  藤田 圭雄／訳 

『ね、ぼくのともだちになって！』 （偕成社） 

エリック＝カール／作 

『とん ことり』 （福音館書店） 

筒井 頼子／さく  林 明子／え 

『ねことライオンにてる？にてない？』 （ひさかたチャイルド） 

ストーリーテリング 「世界でいちばんきれいな声」 

   『おはなしのろうそく 11』（東京子ども図書館）より 

4/8（日） 実施者：職員 

『そらはさくらいろ』 （ひかりのくに） 

村上 康成／作・絵 

『ピッキーとポッキー』 （福音館書店） 

あらしやま こうざぶろう／ぶん  あんざい みずまる／え 

『おべんとう』 （福音館書店） 

小西 英子／さく 

『くまさんはおなかがすいています』 （ＢＬ出版） 

カーマ・ウィルソン／ぶん  ジェーン・チャップマン／え 

なるさわ えりこ／やく 

ストーリーテリング 「世界でいちばんきれいな声」 

   『おはなしのろうそく 11』（東京子ども図書館）より 



 
  日付 内 容 

4/14（土） 実施者：職員 

『仔牛の春』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『コッコさんのともだち』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

『そんなことって、ある？』 （サンリード） 

奥田 継夫／文  西村 繁男／絵 

ストーリーテリング 「アナンシと五」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

4/15（日） 実施者：職員 

『おやおや、おやさい』 （福音館書店） 

石津 ちひろ／文  山村 浩二／絵 

『はしる』 （福音館書店） 

阿部 馨／ぶん  堀内 誠一／え  織田 幹雄／監修 

『みんなそらをとぶ』 （福音館書店） 

古川 タク／さく 

『ルラルさんのじてんしゃ』 （ポプラ社） 

いとう ひろし／作 

ストーリーテリング 「ふしぎなたいこ」 

   （岩波書店）より 

4/21（土） 実施者：職員 

『ようい どん』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『うさこちゃんのだんす』 （福音館書店） 

ディック・ブルーナ／ぶん え 

『おどりトラ』 （福音館書店） 

金森 襄作／再話  鄭 琡香／画 

『ルラルさんのじてんしゃ』 （ポプラ社） 

いとう ひろし／作 

4/22（日） 実施者：職員 

『おかあさんといっしょ』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

『アボカド・ベイビー』 （ほるぷ出版） 

ジョン・バーニンガム／作  青山 南／訳 

『ももんちゃんどすこーい』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

『ぐりとぐらのえんそく』 （福音館書店） 

中川 李枝子／文  山脇 百合子／絵 



  
日付 内 容 

4/28（土） 実施者：職員 

『おとうさんあそぼう』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『はしるのだいすき』 （福音館書店） 

わかやま しずこ／さく 

『なにをたべてきたの？』 （佼成出版社） 

岸田 衿子／文  長野 博一／絵 

『くわずにょうぼう』 （福音館書店） 

稲田 和子／再話  赤羽 末吉／画 

ストーリーテリング 「さるのきも」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

4/29（日） 実施者：職員 

『くっく くっく』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／文  小川 忠博／写真  矢口 峰子／製靴 

『はしるの だいすき』 （福音館書店） 

わかやま しずこ／さく 

『そんなことって、ある？』 （サンリード） 

奥田 継夫／ぶん  西村 繁男／え 

ストーリーテリング 「びんぼうこびと」 

   『おはなしのろうそく 26』（東京子ども図書館）より 

4/30（月・祝） 実施者：職員 

『いちくん にいくん さんちゃん』 （ブッキング） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

『じてんしゃにのるアヒルくん』 （評論社） 

デイヴィッド・シャノン／さく  小川 仁央／やく 

『ゆーらりももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

『やまのぼり』 （福音館書店） 

さとう わきこ／さく・え 

ストーリーテリング 「ねずみのすもう」 

   『おはなしのろうそく１８』（東京子ども図書館）より 



 
  日付 内 容 

5/3（木・祝） 実施者：職員 

『くるりんこん』 （文化出版局） 

なかえ よしを／文  上野 紀子／絵 

『ゴー・ゴー・ゴール！』 （フレーベル館） 

さこん らんこ／ぶん  かべや ふよう／え 

『どうながのプレッツェル』 （福音館書店） 

マーグレット・レイ／ぶん  Ｈ・Ａ・レイ／え 

わたなべ しげお／やく 

ストーリーテリング 「ねことねずみ」 

   『おはなしのろうそく２１』（東京子ども図書館）より 

5/4（金・祝） 実施者：職員 

『よういどん』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『ねんね』 （アリス館） 

さえぐさ ひろこ／文 

『タンタンのぼうし』 （偕成社） 

いわむら かずお／作 

『やまなしもぎ』 （福音館書店） 

平野 直／再話  太田 大八／画 

ストーリーテリング 「魔法のビール」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

5/5（土・祝） 実施者：職員 

♪手遊び パンダ・ウサギ・コアラ 

『ころころころ』 （福音館書店） 

元永 定正／さく・え 

『ようい どん』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

体遊び うまはとしとし 

『はしるのだいすき』 （福音館書店） 

わかやま しずこ／さく 

『ももんちゃんどすこーい』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

『いろいろおせわになりました』 （福音館書店） 

やぎゅう げんいちろう／さく 



  
日付 内 容 

5/6（日） 実施者：職員 

『ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん』 （福音館書店） 

中林 影／さく 

『ボートにのって』 （アリス館） 

とよた かずひこ／著 

『そんなことって、ある？』 （サンリード） 

奥田 継夫／ぶん  西村 繁男／え 

ストーリーテリング 「アナンシと五」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

5/12（土） 実施者：職員 

『ねてるのだあれ』 （福音館書店） 

神沢 利子／さく  山内 ふじ江／え 

『くだものなんだ』 （福音館書店） 

きうち かつ／さく・え 

『ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん』 （福音館書店） 

中林 影／さく 

『むかしむかしとらとねこは…』 （福音館書店） 

大島 英太郎／文・絵 

ストーリーテリング 「さるのきも」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

5/13（日） 実施者：職員 

『はねはねはねちゃん』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

『びゅ～んびょ～ん』 （新日本出版社） 

ふじわら こういち／しゃしん・ぶん 

『おかあさん』 （絵本館） 

五味 太郎／作 

『おかあさんだいすき』 （岩波書店） 光吉 夏弥／訳・編より 

「おかあさんのたんじょう日」 

マージョリー・フラック／文・絵 

ストーリーテリング 「世界でいちばんきれいな声」 

   『おはなしのろうそく 11』（東京子ども図書館）より 



  
日付 内 容 

5/19（土） 実施者：ボランティア 

『あいうえおのうた』 （のら書店） 

中川 ひろたか／詩  村上 康成／絵 

『ぼくのえんそく』 （岩崎書店） 

穂高 順也／作  長谷川 義史／絵 

『せんたくかあちゃん』 （福音館書店） 

さとう わきこ／さく・え 

♪いっぽんばしいっぽんばし 

『ふくろうのそめものや』 （童心社） 

松谷 みよ子／ぶん  和歌山 静子／え 

『はちうえはぼくにまかせて』 （実業之日本社） 

ジーン・ジオン／さく  マーガレット・ブロイ・グレアム／え 

もり ひさし／やく 

『平和ってどんなこと？』 （童心社） 

浜田 桂子／作 

5/20（日） 実施者：ボランティア 

『かえるのおへそ』 （評論社） 

なつめ りちこ／文  なぐら なちこ／絵 

『ちいさなつきがらす』 （評論社） 

マーカス・フィスター／作  谷川 俊太郎／訳 

『ことりのうち』 （福音館書店） 

さとう わきこ／さく・え 

本の紹介 

『ばばばあちゃんのマフラー』 



  
日付 内 容 

5/26（土） 実施者：ボランティア 

『わたしとあそんで』 （福音館書店） 

マリー・ホール・エッツ／ぶん・え  よだ じゅんいち／やく 

本の紹介 

『だって春だもん』 

『クマくんのふしぎなエンピツ』 （評論社） 

アンソニー・ブラウン／さく  田村 隆一／やく 

本の紹介 

『クマさんのまほうのえんぴつ』 

『クリストファーのしあわせないちにち』 （偕成社） 

バレリー・ゴルバチョフ／作  三原 泉／訳 

『ふしぎなたけのこ』 （福音館書店） 

松野 正子／さく  瀬川 康男／え 

ストーリーテリング 「だんなも、だんなも、大だんなさま」 

   『イギリスとアイルランドの昔話』（福音館書店）より  

5/27（日） 実施者：職員 

『どろんこ どろんこ！』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『どろだんご』 （福音館書店） 

たなか よしゆき／ぶん  のさか ゆうさく／え 

『どろんこ』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／文  英 伸三／写真 

ストーリーテリング 「アナンシと五」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

６/９（土） 実施者：職員 

『どろんこどろちゃん』 （ポプラ社） 

いとう ひろし／作 

『どろんこハリー』 （福音館書店） 

ジーン・ジオン／ぶん  マーガレット・ブロイ・グレアム／え 

わたなべ しげお／やく 

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店） 

しんぐう すすむ／さく 

『からすのせっけん』 （福音館書店） 

むらやま けいこ／さく  やまわき ゆりこ／え 

ストーリーテリング 「若返りの水」 

   『子どもに語る日本の昔話３』（こぐま社）より 



  
日付 内 容 

6/10（日） 実施者：ボランティア 

『ねっすてきでしょ』 （幻冬舎） 

ふくだ としお／絵  ふくだ あきこ／文 

『おもしろとうさん』 （フレーベル館） 

さとう わきこ／作・絵 

『あめこんこん』 （講談社） 

松谷 みよ子／文  武田 美穂／絵 

『うまれたよ！オタマジャクシ』 （岩崎書店） 

関 慎太郎／写真  小杉 みのり／構成・文 

『ハスの花の精リアン』 （徳間書店） 

チェン ジャンホン／作・絵  平岡 敦／訳 

『わにさんどきっ はいしゃさんどきっ』 （偕成社） 

五味 太郎／作・絵 

6/16（土） 実施者：ボランティア 

『にんじんさんがあかいわけ』 （童心社） 

松谷 みよ子／ぶん  ひらやま えいぞう／え 

『どんなきぶん？』 （福音館書店） 

サクストン・フライマン／作  ユースト・エルファーズ／作 

アーサー・ビナード／訳 

『くさる』 （福音館書店） 

なかの ひろたか／さく 

ストーリーテリング 「ついでにペロリ」 

   『おはなしのろうそく６』（東京子ども図書館）より 

6/17（日） 実施者：職員 

『ゆうたのおとうさん』 （あかね書房） 

きたやま ようこ／作 

『ピッツァぼうや』 （セーラー出版） 

ウィリアム・スタイグ／作  木坂 涼／訳 

♪あたまかたひざぽん 

『ぞうくんのあめふりさんぽ』 （福音館書店） 

なかの ひろたか／さく・え 

『おじさんのかさ』 （銀河社） 

さの ようこ／おはなし・え 

ストーリーテリング 「世界でいちばんきれいな声」 

   『おはなしのろうそく 11』（東京子ども図書館）より 



 
  日付 内 容 

6/23（土） 実施者：職員・ボランティア 

『ちいさなあめふりぐも』 （鈴木出版） 

せな けいこ／作・絵 

『かみなりケーキ』 （あかね書房） 

パトリシア・ポラッコ／作  小島 希里／訳 

『おまたせクッキー』 （偕成社） 

パット＝ハッチンス／さく  乾 侑美子／やく 

『ふってきました』 （講談社） 

もとした いづみ／文  石井 聖岳／絵 

ストーリーテリング 「おいしいおかゆ」 

   『子どもに語るグリムの昔話１』（こぐま社）より 

6/24（日） 実施者：ボランティア 

『コッコさんとあめふり』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

『せんたくかあちゃん』 （福音館書店） 

さとう わきこ／さく・え 

ストーリーテリング 「アナンシと五」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

6/30（土） 実施者：職員 

『やまださんちのてんきよほう』 （絵本館） 

長谷川 義史／作 

『おとぼけマッギーさん うみのぼうけん』 （偕成社） 

パメラ・アレン／作  さかい きみこ／訳 

『かさかしてあげる』 （福音館書店） 

こいで やすこ／さく 

『ゴロゴロドンドンパラパラパラ』 （こぐま社） 

にしまき かやこ／作・絵 

ストーリーテリング「ふしぎなたいこ」  

『ふしぎなたいこ』（岩波書店）より 



  
日付 内 容 

7/1（日） 実施者：ボランティア 

『おさんぽおさんぽ』 （福音館書店） 

ひろの たかこ／さく 

『かえるさんのおいけ』 （教育画劇） 

なかの ひろたか／さく・え 

『いいからいいから』 （絵本館） 

長谷川 義史／作 

『いかだはぴしゃぴしゃ』 （福音館書店） 

きしだ えりこ／さく  ほりうち せいいち／え 

『あめがふってよかったね』 （佼成出版社） 

よしい たかこ／作  石倉 ヒロユキ／絵 

7/7（土） 実施者：ボランティア 

『もりのパンやさん』 （童心社） 

松谷 みよ子／ぶん  ひらやま えいぞう／え 

『ちいさなくれよん』 （金の星社） 

篠塚 かをり／作  安井 淡／絵 

『わにわにのおでかけ』 （福音館書店） 

小風 さち／ぶん  山口 マオ／え 

『たなばた』 （福音館書店） 

君島 久子／再話  初山 滋／画 

7/8（日） 実施者：ボランティア 

『きみの町に星をみているねこはいないかい？』 （架空社） 

えびな みつる／作 

『だっこして』 （佼成出版社） 

エクトル・シエラ／文  村上 康成／絵 

『おっきょちゃんとかっぱ』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／文  降矢 奈々／絵 

『スイミー』 （好学社） 

レオ・レオニ／作  谷川 俊太郎／訳 

7/14（土） 実施者：ボランティア 

『ワニくんのレインコート』 （ブックローン出版） 

みやざき ひろかず／さく・え 

『おばけサーカス』 （講談社） 

佐野 洋子／作・絵 

『だってだってのおばあさん』 （フレーベル館） 

佐野 洋子／作・絵 

『ちいさなくれよん』 （金の星社） 

篠塚 かをり／作  安井 淡／絵 



  
日付 内 容 

7/15（日） 実施者：ボランティア 

♪とんとんとんとんひげじいさん 

『ぶたたぬききつねねこ』 （こぐま社） 

馬場 のぼる／著 

『あなたはだあれ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／絵 

『スイミー』 （好学社） 

レオ・レオニ／作  谷川 俊太郎／訳 

♪この指パパ 

『はさみでちょきちょき』 （講談社） 

ディック・ブルーナ／絵  村田 さち子／文 

『いいおかお』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／絵 

『おふろのうみ』 （鈴木出版） 

川崎 洋／作  遠山 繁年／絵 

7/21（土） 実施者：職員 

『だれかな？だれかな？』 （福音館書店） 

なかや みわ／さく 

『へそもち』 （福音館書店） 

渡辺 茂男／文  赤羽 末吉／絵 

『むかしむかしとらとねこは…』 （福音館書店） 

大島 英太郎／作・絵 

ストーリーテリング 「元気な仕立て屋」 

   『イギリスとアイルランドの昔話』 （福音館書店）より 

7/22（日） 実施者：ボランティア 

『およぐ』 （福音館書店） 

なかの ひろたか／さく 

『どろんこハリー』 （福音館書店） 

ジーン・ジオン／ぶん  マーガレット・ブロイ・グレアム／え 

わたなべ しげお／やく 

ストーリーテリング 「アナンシと五」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』 （実業之日本社）より 



 
  日付 内 容 

7/28（土） 実施者：ボランティア 

『なんのいろ ―なつ― 』 （絵本塾出版） 

ビーゲン・セン／作  永井 郁子／絵 

『だめだめすいか』 （ひさかたチャイルド） 

白土 あつこ／さく・え 

『ありとすいか』 （リブロポート） 

たむら しげる／作 

『ねこのはなびや』 （フレーベル館） 

渡辺 有一／さく 

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店） 

しんどう すすむ／さく 

7/29（日） 実施者：職員 

『そこにいるのはだれ？』 （福音館書店） 

得田 之久／さく 

『むしをたべるくさ』 （ポプラ社） 

渡邉 弘晴／写真  伊地知 英信／文 

『うえきばちです』 （ＢＬ出版） 

川端 誠／作 

『はちうえはぼくにまかせて』 （ペンギン社） 

ジーン・ジオン／さく  マーガレット・ブロイ・グレアム／え 

もり ひさし／やく 

ストーリーテリング 「世界でいちばんきれいな声」 

   『おはなしのろうそく 11』（東京子ども図書館）より 

8/4（土） 実施者：ボランティア 

♪手遊び ひげじいさん 

『そらはだかんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『こんとあき』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『だいくとおにろく』 （福音館書店） 

松居 直／再話  赤羽 末吉／画 

『すいかのたね』 （福音館書店） 

さとう わきこ／さく・え 



 
  日付 内 容 

8/5（日） 実施者：ボランティア 

『ねてるのだあれ』 （福音館書店） 

神沢 利子／さく  山内 ふじ江／え 

『なつはうみ』 （偕成社） 

内田 麟太郎／文  村上 康成／絵 

『じろりじろり』 （アリス館） 

ディビット・マッキー／ぶん・え  はら しょう／やく 

『きみのえほん』 （文溪堂） 

山岡 ひかる／作・絵 

『むしさんどこいくの』 （童心社） 

得田 之久／さく 

8/6（日） 実施者：職員 

『８月６日のこと』 （ハモニカブックス） 

中川 ひろたか／文  長谷川 義史／絵 

『まちんと』 （偕成社） 

松谷 みよ子／文  司 修／絵 

「時計」 

「弁当箱」 

『さがしています』 （童心社）より 

アーサー・ビナード／作  岡倉 禎志／写真 より 

『たったひとりの戦い』 （徳間書店） 

アナイス・ヴォージュラード／作・絵  平岡 敦／訳 

8/11（土） 実施者：ボランティア 

『１４ひきのせんたく』 （童心社） 

いわむら かずお／さく 

『バルバルさん』 （福音館書店） 

乾 栄里子／文  西村 敏雄／絵 

『そらまめくんとながいながいまめ』 （小学館） 

なかや みわ／さく 

『めっきらもっきらどおんどん』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／作  ふりや なな／画 



  
日付 内 容 

8/12（日） 実施者：ボランティア 

『ねてるのだあれ』 （福音館書店） 

神沢 利子／さく  山内 ふじ江／え 

『どろんこ どろんこ！』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『ロージーのおさんぽ』 （偕成社） 

パッド・ハッチンス／さく  わたなべ しげお／やく 

♪この指パパ 

『すってんころりん』 （福音館書店） 

なかの ひろたか／さく 

『ぶかぶか』 （ポプラ社） 

かどの えいこ／ぶん  スギヤマ カナヨ／え 

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

折り紙遊び（セミのグライダー） 

8/18（土） 実施者：ボランティア 

『カエルの目だま』 （福音館書店） 

日高 敏隆／文  大野 八生／絵 

『スイミー』 （好学社） 

レオ・レオニ／作  谷川 俊太郎／訳 

『にんじんさんとじゃかじゃかじゃん』 （世界文化社） 

長野 ヒデ子／作・絵 

『にじいろのさかな』（大型絵本） （講談社） 

マーカス・フィスター／作  谷川 俊太郎／訳 

8/19（日） 実施者：職員 

『うみざざざ』 （くもん出版） 

ひがし なおこ／さく  きうち たつろう／え 

『こわくないこわくない』 （童心社） 

内田 麟太郎／ぶん  大島 妙子／え 

『ルラルさんのじてんしゃ』 （講談社） 

いとう ひろし／作 

『トマトさん』 （福音館書店） 

田中 清代／さく 

ストーリーテリング 「おいしいおかゆ」 

   『子どもに語るグリムの昔話１』（こぐま社）より 



  
日付 内 容 

8/25（土） 実施者：職員 

『わゴムはどのくらいのびるかしら？』 （ほるぷ出版） 

マイク・サーラー／ぶん  ジェリー・ジョイナー／え 

きしだ えりこ／やく 

『ぼく、だんごむし』 （福音館書店） 

得田 之久／ぶん  たかはし きよし／え 

♪手遊び ひげじいさん 

『はちうえはぼくにまかせて』 （ペンギン社） 

ジーン・ジオン／さく  マーガレット・ブロイ・グレアム／え 

もり ひさし／やく 

ストーリーテリング 「ねずみのすもう」 

   『おはなしのろうそく１８』（東京子ども図書館）より 

8/26（日） 実施者：ボランティア 

『なにをたべてきたの？』 （佼成出版社） 

岸田 衿子／文  長野 博一／絵 

『すうちゃんとねこ』 （こぐま社） 

さの ようこ／おはなし・え 

『ほらだんしゃくのぼうけん』 （チャイルド本社） 

片岡 輝／著  赤坂 三好／絵 

ストーリーテリング 「ブタとクマの商売繁盛」 

   『三分間で語れるお話』（編書房）より 

9/1（土） 実施者：ボランティア 

『ぼくのおじいちゃんのかお』 （福音館書店） 

天野 祐吉／文  沼田 早苗／写真 

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店） 

小西 英子／さく 

『せんべせんべやけた』 （こぐま社） 

こばやし えみこ／案  ましま せつこ／絵 

♪もしもしかめよ 

ストーリーテリング 「ねずみ浄土」 

   『子どもに語る日本の昔話３』（こぐま社）より 

ストーリーテリング 「ちいちゃい、ちいちゃい」 

   『イギリスとアイルランドの昔話』（福音館書店）より 



  
日付 内 容 

9/2（日） 実施者：ボランティア 

『うみのおまつり』 （福音館書店） 

東 君平／さく  山口 進／さく  笠原 邦彦／おりがみ 

『おばけのコックさん』 （福音館書店） 

西平 あかね／さく 

『わたしはおにぎり』 （ひさかたチャイルド） 

赤川 明／作・絵 

♪これくらいのおべんとばこに 

♪のびのび～ 

『せんたくかあちゃん』 （福音館書店） 

さとう わきこ／さく・え 

『わたし』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎／ぶん  長 新太／え 

９/８（土） 実施者：ボランティア 

『ひとも いぬも そらとんだ』 （福音館書店） 

（こどものとも １９８２年 2 月 ３１１号） 

加納 登／さく・え 

『まるくて おいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ／さく 

『月のみはりばん』 （偕成社） 

とりごえ まり／作・絵 

ストーリーテリング 「ついでにペロリ」 

   『おはなしのろうそく６』（東京子ども図書館）より 

９/９（日） 実施者：ボランティア 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

『かおかおどんなかお』 （こぐま社） 

柳原 良平／作・絵 

『りんごがコロコロコロリンコ』 （講談社） 

三浦 太郎／作 

『びっくりしゃっくりくしゃみにおなら』 （福音館書店） 

長 新太／さく 

♪いとまき 

『じったんばあたん』 （福音館書店） 

なかざわ まきこ／さく 

『はっぱじゃないよぼくがいる』 （アリス館） 

姉崎 一馬／文・写真 



  
日付 内 容 

9/15（土） 実施者：ボランティア 

『てんとうむしどーこ？』 （童心社） 

得田 之久／さく 

『おいもほり』 （ひかりのくに） 

中村 美佐子／作  いもと ようこ／絵 

『いいからいいから』 （絵本館） 

長谷川 義史／作 

『わゴムはどのくらいのびるかしら？』 （ほるぷ出版） 

マイク・サーラー／ぶん  ジェリー・ジョイナー／え 

きしだ えりこ／やく 

『ぽんぽんやまの月』 （文研出版） 

あまん きみこ／文  渡辺 洋二／絵 

9/16（日） 実施者：ボランティア 

『やさいだいすき』 （こぐま社） 

柳原 良平／作・絵 

『くりんくりんごーごー』 （福音館書店） 

佐々木 マキ／さく 

『そら はだかんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『さるかにがっせん』 （小学館） 

舟崎 克彦／文  浅賀 行雄／絵 

『どうぶつのおかあさん』 （福音館書店） 

小森 厚／ぶん  藪内 正幸／え 

♪グーチョキパーでなにつくろう 

♪このゆびパパ 

♪とんとんとんとんひげじいさん 

♪糸をまきまき 



 
 

  
日付 内 容 

９/２２（土・祝） 実施者：職員 

『だるまさんと』 （ブロンズ新社） 

かがくい ひろし／さく 

『なりました』 （鈴木出版） 

内田 麟太郎／作 

『かしこいビル』 （ペンギン社） 

ウィリアム・ニコルソン／さく  まつおか きょうこ／やく 

よしだ しんいち／やく 

『ひゃくにんのおとうさん』 （福音館書店） 

譚 小勇／文  天野 祐吉／文  譚 小勇／絵 

『とら猫とおしょうさん』 （くもん出版） 

おざわ としお／再話  かないだ えつこ／絵 

ストーリーテリング 「サルのきも」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

9/23（日） 実施者：職員 

『ぱんだいすき』 （福音館書店） 

征矢 清／ぶん  ふくしま あきえ／え 

『ゆうこのあさごはん』 （福音館書店） 

やまわき ゆりこ／さく・え 

『どんどこどん』 （福音館書店） 

和歌山 静子／作 

『ガブリエリザちゃん』 （文化出版局） 

Ｈ・Ａ・レイ／作  今江 祥智／訳 

ストーリーテリング 「二ひきのよくばり子グマ」 

   『子どもに聞かる世界の民話』（実業之日本社）より 

9/29（土） 実施者：職員 

『ぞうくんのおおかぜさんぽ』 （福音館書店） 

なかの ひろたか／さく・え 

『たいふう』 （福音館書店） 

（かがくのとも 1998 年 9 月 354 号）  野坂 勇作／文 

『わゴムはどのくらいのびるかしら？』 （ほるぷ出版） 

マイク・サーラー／ぶん  ジェリー・ジョイナー／え 

きしだ えりこ／やく 

『まんげつダンス！』 （福音館書店） 

パット・ハッチンス／さく・え  なかがわ ちひろ／やく 

ストーリーテリング 「お月さまの話」 

   『おはなしのろうそく２５』（東京子ども図書館）より 



 
日付 内 容 

9/30（日） 実施者：ボランティア 

『びっくりビック』 （福音館書店） 

ふせ わかこ／さく 

『あさえとちいさいいもうと』 （福音館書店） 

筒井 頼子／さく  林 明子／え 

『わがままなきょじん』 （チャイルド本社）（市立図書館所蔵無） 

ワイルド／作  竹崎 友斐／文  柿本 幸造／絵 

『まぬけのイワン』 （チャイルド本社）（市立図書館所蔵無） 

ゴーリキー／作  宮川 やすえ／文  わたなべ ゆういち／絵 


