
日付 内 容

4 3（日） 実施者：職員

『ちょうちょはやくこないかな』 （福音館書店）

甲斐 信枝 さく

『おおきくなりたいこりすのもぐ』 （福音館書店）

征矢 清 ぶん  夏目 義一 え

『こぶたほいくえん』 （福音館書店）

なかがわ りえこ ぶん  やまわき ゆりこ え

『やさいのおなか』 （福音館書店）

きうち かつ さく・え

『おさるとぼうしうり』 （福音館書店）

エズフィール・スロボドキーナ さく・え

まつおか きょうこ やく

4 10（日） 実施者：職員

『やさいのおなか』 （福音館書店）

きうち かつ さく・え

『ラチとらいおん』 （福音館書店）

マレーク・ベロニカ ぶん・え  とくなが やすもと やく

『くまとりすのおやつ』 （福音館書店）

きしだ えりこ ぶん  ほりうち せいいち え

ほりうち もみこ え

『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社）

わかやま けん 絵  森 比左志 文  わだ よしおみ 文

『ガンピーさんのドライブ』 （ほるぷ出版）

ジョン・バーニンガム さく  みつよし なつや やく

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

4 17（日） 実施者：職員

『のはらのこぐまさん』 （童心社）

ひらやま えいぞう さく

『ニニロのおとしもの』 （教育画劇）

いとう ひろし さく

『ぐるりんぱっ』 （アリス館）

まつお ようこ しゃしん  なかの ひろみ ぶん

『かとおもったら』 （新風舎）

いしばし ひろやす 作

『ほーら、これでいい！』 （アートン）

ウォン＝ディ・ペイ 再話  マーガレット・Ｈ．リッパート 再話

ジュリー・パシュキス 絵  さくま ゆみこ 訳

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 24（日） 実施者：職員

『おべんとう』 （福音館書店）

小西 英子 さく

♪おべんとうばこのうた

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店）

小西 英子 さく

『ハンダのびっくりプレゼント』 （光村教育図書）

アイリーン・ブラウン 作  福本 友美子 訳

『なにをたべてきたの？』 （佼成出版社）

岸田 衿子 文  長野 博一 絵

『おちゃのじかんにきたとら』 （童話館）

ジュディス・カー 作  晴海 耕平 訳



日付 内 容

4 29（金・祝） 実施者：職員

『うしはどこでも「モ～！」』 （鈴木出版）

エレン・スラスキー・ワインスティーン 作

ケネス・アンダーソン 絵  桂 かい枝 訳

『三びきのやぎのがらがらどん』 （福音館書店）

マーシャ・ブラウン え  せた ていじ やく

『イエペは ぼうしが だいすき』 （文化出版局）

石亀 泰郎 写真

『ペレのあたらしいふく』 （福音館書店）

エルサ・ベスコフ 文・絵  おのでら ゆりこ 訳

ストーリーテリング 「おいしいおかゆ」

   『おはなしのろうそく１』（東京子ども図書館）より

本の紹介

『フィンランドの小学生』など

5 1（日） 実施者：職員

『なぞなぞなーに はるのまき』 （福音館書店）

いまき みち 作

『ゆうだち』 （偕成社）

あき びんご 作

『ろばのとしょかん』 （集英社）

ジャネット・ウィンター 文と絵  福本 友美子 訳

ジャマイカの本の紹介

『Ｕ・ボルト』

『つくって楽しい！世界のスイーツ４』

『世界の地理５』

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

5 3（火・祝） 実施者：職員

『いるいるだあれ』 （福音館書店）

岩合 日出子 ぶん  岩合 光昭 しゃしん

『ちいさなヒッポ』 （偕成社）

マーシャ＝ブラウン さく  うちだ りさこ やく

『トビのめんどり』 （さ・え・ら書房）

ポリー・アラキジャ 作  さくま ゆみこ 訳

♪おてぶしてぶし

『からだがかゆい』 （福音館書店）

岩合 日出子 ぶん  岩合 光昭 しゃしん

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

5 4（水・祝） 実施者：職員

本の紹介

『世界のともだち』

『１はゴリラ』 （岩波書店）

アンソニー・ブラウン 作  さくま ゆみこ 訳

『ロンドン橋がおちまする！』 （復刊ドットコム）

ピーター・スピア 画  渡辺 茂男 訳

本の紹介

『はじめてのマザーグース』

『イギリスのごはん』

『ヨーロッパの小学生 １ イギリスの小学生』

『パディントンのにわづくり』など

『三びきのこぶた』 （童話館）

ポール・ガルドン え  晴海 耕平 やく

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

5 5（木・祝） 実施者：職員

『おおきなかぶ』 （福音館書店）

Ａ．トルストイ 再話  内田 莉莎子 訳  佐藤 忠良 画

本の紹介

『さがし絵で発見！世界の国ぐに７ ロシア』

『世界の料理いただきまーす。 ロシア・モンゴル』

『おちゃのじかん』

『マトリョーシカちゃん』 （福音館書店）

加古 里子 ぶん・え

なぞなぞ

『なぞなぞ１００このほん』より

『ラルーシとひつじのぼうや』 （福音館書店）

サゾン・スラザーコフ 作  ベーラ・フレーブニコワ 絵

松谷 さやか 訳

5 8（日） 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

『ねことライオンにてる？にてない？』 （ひさかたチャイルド）

本の紹介

『さがし絵で発見！世界の国ぐに２ 韓国』

『おどりトラ』 （福音館書店）

金森 襄作 再話  鄭 琡香 画

『シルム』 （岩崎書店）

キム ジャンソン 作  イ スンヒョン 絵  ホン カズミ 訳

5 15（日） 実施者：職員

『１０ぱんだ』 （福音館書店）

岩合 日出子 ぶん  岩合 光昭 しゃしん

『いしゃがよい』 （福音館書店）

さくら せかい さく

『どうやってねるのかな』 （福音館書店）

やぶうち まさゆき 〔作〕

『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 「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

5 22（日） 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

『おーい、めだか』 （福音館書店）

島津 和子 作

『いるいるだあれ』 （福音館書店）

岩合 日出子 ぶん  岩合 光昭 しゃしん

『はたらきもののあひるどん』 （評論社）

マーティン・ワッデル さく  ヘレン・オクセンバリー え

せな あいこ 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

♪おてぶしてぶし

5 29（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

『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

『おつかい』 （福音館書店）

さとう わきこ さく

『かさどろぼう』 （徳間書店）

シビル・ウェッタシンハ 作・絵  いのくま ようこ 訳

ストーリーテリング 「ヤギとライオン」

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より

6 12（日） 実施者：職員・ボランティア

『やまのバス』 （佼成出版社）

内田 麟太郎 文  村田 エミコ 画

『はけたよ はけたよ』 （偕成社）

かんざわ としこ ぶん  にしまき かやこ え

『しまふくろうのみずうみ』 （絵本塾出版）

手島 圭三郎 絵・文

『へいわってどんなこと？』 （童心社）

浜田 桂子 作

『まちんと』 （偕成社）

松谷 みよ子 文  司 修 絵



日付 内 容

6 19（日） 実施者：職員・ボランティア

『ありのごちそうなーに？』 （童心社）

得田 之久 さく

『パパいっぱいだっこして！』 （ＰＨＰ研究所）

長谷川 知子 作・絵

『じゅっぴきでござる』 （佼成出版社）

エクトル・シエラ 作  高畠 純 絵

『もりのはみがき』 （教育画劇）

村山 桂子 作  山口 みねやす 絵

『あめふりゴロゴロ』 （佑学社）

巌呉 嬋霞 文  辜 昭平 絵  舟崎 克彦 訳

『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

6 26（日） 実施者：職員・ボランティア

『あしにょきにょきにょき』 （岩崎書店）

深見 春夫 作・絵

『ひとりぼっちのかえる』 （こぐま社）

興安 作  三木 卓 文

『グリム童話 ５ きんのがちょう』 （チャイルド本社）

谷 真介 文  宮本 忠夫 絵

『ぶたラッパ』 （そうえん社）

下田 昌克 さく・え  谷川 俊太郎 らっぱ

『おばけなんてないさ』 （ポプラ社）

せな けいこ 絵  槙 みのり 作詞  峯 陽 作曲

本の紹介

『地球と宇宙のおはなし』

『てるてるぼうず』

『あさになったのでまどをあけますよ』



日付 内 容

7 3（日） 実施者：職員

『にわか雨はざんざんぶり』 （こぐま社）

わかやま けん 著

『みんなでせんたく』 （福音館書店）

フレデリック・ステール さく  たなか みえ やく

『さがしてさがして みんなでさがして』 （福武書店）

ナンシー・タフリ さく  とうま ゆか やく

『なぞなぞでおやしきたんけん』 （アリス館）

石津 ちひろ 文  こみね ゆら 絵

『さよならさんかくまたきてしかく』 （偕成社）

松谷 みよ子 文  上野 紀子 え

7 10（日） 実施者：職員・ボランティア

『くるまかします』 （教育画劇）

鈴木 まもる 作・絵

『あのほしなんのほし』 （こぐま社）

みき つきみ 文  柳原 良平 絵

『ははははは』 （偕成社）

五味 太郎 作

♪あたまかたひざぽん

『うまかたやまんば』 （福音館書店）

おざわ としお 再話  赤羽 末吉 画

『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

『おじいちゃんちのたうえ』 （講談社）

さこ ももみ 作

♪さよなら あんころもち



日付 内 容

7 24（日） 実施者：職員・ボランティア

♪ひげじいさん

『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

『こぶたのブルトン なつはプール』 （アリス館）

中川 ひろたか 作  市居 みか 絵

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店）

小西 英子 さく

♪ぱんやさんのおかいもの

『なにをたべたかわかる？』 （絵本館）

長 新太 作

『うみへいくピン・ポン・バス』 （偕成社）

竹下 文子 作  鈴木 まもる 絵

7 31（日） 実施者：職員・ボランティア

『にたものどうし』 （福音館書店）

奥井 一満 文  Ｕ．Ｇ．サトー 絵

『やぶかのはなし』 （福音館書店）

栗原 毅 ぶん  長 新太 え

『ゆうれいとすいか』 （ひかりのくに）

くろだ かおる 作  せな けいこ 絵

『かいぞくのうた』 （あかね書房）

和田 誠 〔作〕

『うみべのハリー』 （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 訳



日付 内 容

8 6（土） 実施者：職員

『ゴリオとヒメちゃん』 （評論社）

アンソニー・ブラウン さく  久山 太市 やく

『もっとおおきなたいほうを』 （福音館書店）

二見 正直 作

『青いかいじゅうと赤いかいじゅう』 （アーニ出版）

デイビッド・マッキー 作  きたざわ きょうこ 文

本の紹介

『まちんと』

『伸ちゃんのさんりんしゃ』

『ひろしまのピカ』

『絵で読む広島の原爆』

８ 7（日） 実施者：職員

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）

しんぐう すすむ さく

『ゴムあたまポンたろう』 （童心社）

長 新太 作

♪もしもしかめよ～

『あくまのおよめさん』 （福音館書店）

稲村 哲也 再話  結城 史隆 再話

イシュワリ・カルマチャリャ 画

『ターちゃんとペリカン』 （ほるぷ出版）

ドン・フリーマン さく  さいおんじ さちこ やく

♪さよなら あんころもち

8 9（火・祝） 実施者：職員

本の紹介

『ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド１・２』

『くつがいく』 （童心社）

和歌山 静子 作

『きいろかな、みどりかな』 （小学館）

ベッキー・ブルーム ぶん  ダビッド・モリション え

小宮 悦子 やく

『むこう岸には』 （ほるぷ出版）

マルタ・カラスコ 作  宇野 和美 訳

『せんそうしない』 （講談社）

たにかわ しゅんたろう ぶん  えがしら みちこ え



日付 内 容

8 14（日） 実施者：職員・ボランティア

『かきごおり』 （福音館書店）

樺山 祐和 さく

『スイミー』 （好学社）

レオ・レオニ 〔作〕  谷川 俊太郎 訳

『ねんどろん』 （講談社）

荒井 良二 著

『ぞうきばやしのすもうたいかい』 （福音館書店）

広野 多珂子 作  廣野 研一 絵

♪おおきなくりの木の下で

『うまれたよ！ダンゴムシ』 （岩崎書店）

皆越 ようせい 写真  小杉 みのり 構成・文

『まほうのえのぐ』 （福音館書店）

林 明子 さく

『へいわってすてきだね』 （ブロンズ新社）

安里 有生 詩  長谷川 義史 画

8 28（日） 実施者：職員・ボランティア

『こんにちはどうぶつたち』 （福音館書店）

とだ きょうこ あん  さとう あきら しゃしん

『むしをたべるくさ』 （ポプラ社）

渡邉 弘晴 写真  伊地知 英信 文

『なんだってしてあげるよ』 （あすなろ書房）

ジョン・ウォレス 文  ハリー・ホース 絵

さくま ゆみこ 訳

『す～べりだい』 （ＰＨＰ研究所）

鈴木 のりたけ 作・絵

♪右手あげて左手あげて

『さるかに』 （岩崎書店）

松谷 みよ子 文  滝平 二郎 絵

♪もどろうもどろうもものはもどろう



日付 内 容

9 4（日） 実施者：職員・ボランティア

ストーリーテリング 「魔法のかさ」

   『おはなしのろうそく３０』（東京子ども図書館）より

『あめのひ きのこは……』 （偕成社）

ホセ アルエーゴ 再話  ミラ ギンズバーグ 再話

エーリアン デューイ 絵

『カミナリこぞうがふってきた』 （ポプラ社）

シゲリ カツヒコ 作

『だいこんとにんじんとごぼう』 （アスラン書房）

つるた ようこ さいわ・え

9 11（日） 実施者：職員・ボランティア

『なにのあしあとかな』 （福音館書店）

やぶうち まさゆき 〔作〕

『きょうのおべんとうなんだろな』 （福音館書店）

きしだ えりこ さく  やまわき ゆりこ え

『きょうのごはん』 （偕成社）

加藤 休ミ 作

♪おべんとうばこのうた

『ぼくのともだちおつきさま』 （講談社）

アンドレ・ダーハン 作  きたやま ようこ 文

『月へミルクをとりにいったねこ』 （福音館書店）

アルフレッド・スメードベルイ 作  たるいし まこ 絵

ひしき あきらこ 訳

9 25（日） 実施者：職員・ボランティア

『もりのてぶくろ』 （福音館書店）

八百板 洋子 ぶん  ナターリヤ・チャルーシナ え

『ふとんやまトンネル』 （童心社）

那須 正幹 作  長野 ヒデ子 絵

『はなたれこぞうさま』 （童話館出版）

川崎 大治 ぶん  太田 大八 え

『あおい目のこねこ』 （福音館書店）

エゴン・マチーセン さく・え  せた ていじ やく


