
 

 

 

  

日付 内 容 

10/１（日） 実施者：ボランティア 

♪ロウソク ぽっ 

『まちにはいろんなかおがいて』 （福音館書店） 

佐々木 マキ 文・写真 

『ひがんばな』 （福音館書店） 

甲斐 信枝 さく 

ストーリーテリング 「あなのはなし」 

   『おはなしのろうそく４』（東京子ども図書館）より 

『ひるまのおつきさま』 （福音館書店） 

遠藤 湖舟 さく 

本の紹介 

『つき』 

『月の満ちかけ絵本』 

♪いっちくたっちくたえもんさん 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子 さく 

♪おつきさまえらいな 

１０/８（日） 実施者：ボランティア 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子 さく 

『はずかしがりやのおつきさん』 （福音館書店） 

スズキ コージ さく・え 

『ジョーンとあひる』 （福音館書店） 

マーガレット ロウ 作  松野 正子 訳  津田 櫓冬 絵 

『りんご』 （童心社） 

松野 正子 ぶん  鎌田 暢子 え 

『しろくまちゃんぱんかいに』 （こぐま社） 

わかやま けん 〔絵〕  森 比左志 〔文〕 

わだ よしおみ 〔文〕 

『にわとりかあさん』 

（こどものとも年少版 ２０１６年１０月） （福音館書店） 

木坂 涼 文  高畠 純 絵 

『だごだごころころ』 （福音館書店） 

石黒 渼子 再話  梶山 俊夫 再話  梶山 俊夫 絵 



  

日付 内 容 

１０/２２（日） 実施者：ボランティア 

『へんし～んねずみくん』 （ポプラ社） 

なかえ よしを 作  上野 紀子 絵 

『このあいだになにがあった？』 （福音館書店） 

佐藤 雅彦 作  ユーフラテス 作 

『へんしんトンネル』 （金の星社） 

あきやま ただし 作・絵 

『ゆげ』 （福音館書店） 

大沼 鉄郎 文  小川 忠博 写真 

『げたにばける』 （鈴木出版） 

新美 南吉 作  西村 敏雄 絵 

『あぶくたった』 （ひさかたチャイルド） 

さいとう しのぶ 構成・絵 

１０/２９（日） 実施者：ボランティア 

『わたしのワンピース』 （こぐま社） 

にしまき かやこ えとぶん 

『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 

『どうぶつのおかあさん』 （福音館書店） 

小森 厚 ぶん  薮内 正幸 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 

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 

１１/３（金・祝） 実施者：ボランティア 

『そらはだかんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎 作 

『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 

『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 

『はっぱじゃないよぼくがいる』 （アリス館） 

姉崎 一馬 文・写真 

『だいくとおにろく』 （福音館書店） 

松居 直 再話  赤羽 末吉 画 



  

日付 内 容 

１１/５（日） 実施者：ボランティア 

『まるくなったまあるくなった』 （福音館書店） 

のさか ゆうさく さく 

『いもさいばん』 （講談社） 

きむら ゆういち 文  たじま ゆきひこ 絵 

『もりはみている』 （福音館書店） 

おおたけ ひでひろ 文・写真 

『ねぼすけふくろうちゃん』 （講談社） 

マーカス・フィスター 作  林 木林 訳 

『シバ犬のチャイ』 （ＢＬ出版） 

あおき ひろえ 文  長谷川 義史 絵 

１１/１２（日） 実施者：ボランティア 

『ねこどけい』 （福音館書店） 

きしだ えりこ さく  やまわき ゆりこ え 

『くんちゃんのはじめてのがっこう』 （ペンギン社） 

ドロシー・マリノ さく  まさき るりこ やく 

『あっぷっぷ』 （ひかりのくに） 

中川 ひろたか 文  村上 康成 絵 

『おとうとなんかだいきらい』 （童心社） 

大友 康夫 さく 

『このはなだれの？』 （ひさかたチャイルド） 

内山 晟 写真撮影 

１１/２６（日） 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 

『バーバパパのだいサーカス』 （講談社） 

アネット＝チゾン さく  タラス＝テイラー さく 

やました はるお やく 

『きんぎょがにげた』 （福音館書店） 

五味 太郎 作 

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店） 

齋藤 槙 さく 

『こんとあき』 （福音館書店） 

林 明子 さく 



  

日付 内 容 

１２/３（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 

『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 

『ババヤガーのしろいとり』 （福音館書店） 

内田 莉莎子 再話  佐藤 忠良 画 

『やさいのおなか』 （福音館書店） 

きうち かつ さく・え 

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 

１２/１０（日） 実施者：ボランティア 

『おちばがおどる』 （ポプラ社） 

いとう ひろし 作 

『ころわんところころ』 （ひさかたチャイルド） 

間所 ひさこ 作  黒井 健 絵 

『とのさまサンタ』 （リブリオ出版） 

本田 カヨ子 ぶん  長野 ヒデ子 え 

『クリスマスってなあに』 （講談社） 

ディック＝ブルーナ 作  ふなざき やすこ 訳 

『このゆきだるまだーれ？』 （福音館書店） 

岸田 衿子 文  山脇 百合子 絵 

１２/１７（日） 実施者：ボランティア 

『どんどこどん』 （福音館書店） 

和歌山 静子 作 

『ふゆじたくのおみせ』 （福音館書店） 

ふくざわ ゆみこ さく 

『しんせつなともだち』 （福音館書店） 

方 軼羣 作  君島 久子 訳  村山 知義 画 

『くろうまブランキー』 （福音館書店） 

伊東 三郎 再話  堀内 誠一 画 

ストーリーテリング 「こびととくつや」 

   『子どもに語るグリムの昔話６』（こぐま社）より 



  

日付 内 容 

１２/２４（日） 実施者：ボランティア 

『まどからおくりもの』 （偕成社） 

五味 太郎 作・絵 

『てぶくろ』 （福音館書店） 

エフゲーニ・ラチョフ え  うちだ りさこ やく 

『きらきら』 （アリス館） 

谷川 俊太郎 文  吉田 六郎 写真 

『まほうつかいのクリスマス』 （あかね書房） 

森山 京 作  佐野 洋子 絵 

１/７（日） 実施者：ボランティア 

♪おてぶしてぶし 

『おもち！』 （小峰書店） 

石津 ちひろ 文  村上 康成 絵 

『おしくら・まんじゅう』 （ブロンズ新社） 

かがくい ひろし さく 

『せんろはつづく』 （金の星社） 

竹下 文子 文  鈴木 まもる 絵 

『す～べりだい』 （ＰＨＰ研究所） 

鈴木 のりたけ 作・絵 

エプロンシアター 

『三びきのやぎのがらがらどん』 

♪おてぶしてぶし 

『わにわにのおおけが』 （福音館書店） 

小風 さち ぶん  山口 マオ え 

『もったいないばあさん』 （講談社） 

真珠 まりこ 作・絵 

『あしにょきにょきにょき』 （岩崎書店） 

深見 春夫 作・絵 



 

 

  

日付 内 容 

１/１４（日） 実施者：ボランティア 

『だ～れだ？』 （新日本出版社） 

ふじわら こういち しゃしん・ぶん 

『きらきら』 （アリス館） 

谷川 俊太郎 文  吉田 六郎 写真 

『ふぶきのとり』 （絵本塾出版） 

手島 圭三郎 絵と文 

♪ここはてっくび 

『あぶくたった』 （ひさかたチャイルド） 

さいとう しのぶ 構成・絵 

『ねずみのすもう』 （偕成社） 

神沢 利子 文  赤羽 末吉 絵 

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 

１/２８（日） 実施者：職員 

『まめのかぞえうた』 （鈴木出版） 

西内 ミナミ さく  和歌山 静子 え 

『かえるをのんだととさん』 （福音館書店） 

日野 十成 再話  斎藤 隆夫 絵 

♪とんとんとんとんひげじいさん 

『ふゆめがっしょうだん』 （福音館書店） 

冨成 忠夫 写真  茂木 透 写真  長 新太 文 

♪ここはてっくび 

『おばあさんのすぷーん』 （福音館書店） 

神沢 利子 さく  富山 妙子 え 

２/４（日） 実施者：ボランティア 

『たったたった』 （新日本出版社） 

ふじわら こういち しゃしん・ぶん 

『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 

『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 

『ゆきのひのおくりもの』 （鈴木出版） 

ポール・フランソワ 文  ゲルダ・ミューラー 絵 

ふしみ みさを 訳 

ストーリーテリング 「こすずめのぼうけん」 

   『おはなしのろうそく１３』（東京子ども図書館）より 



  

日付 内 容 

２/１１（日） 実施者：ボランティア 

『だるまさんと』 （ブロンズ新社） 

かがくい ひろし さく 

『どんどこどん』 （福音館書店） 

和歌山 静子 作 

『てぶくろ』 （福音館書店） 

エフゲーニ・ラチョフ え  うちだ りさこ やく 

♪ごんべさんのあかちゃん 

『ふゆめがっしょうだん』 （福音館書店） 

冨成 忠夫 写真  茂木 透 写真  長 新太 文 

『だいくとおにろく』 （福音館書店） 

松居 直 再話  赤羽 末吉 画 

２/２５（日） 実施者：ボランティア 

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 

『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 

３/４（日） 実施者：ボランティア 

『どうすればいいのかな？』 （福音館書店） 

わたなべ しげお ぶん  おおとも やすお え 

『ライオンとネズミ』 （らくだ出版） 

ラ・フォンテーヌ ぶん  ブライアン・ワイルドスミス え 

わたなべ しげお やく 

『クムカン山のトラたいじ』 （ほるぷ出版） 

松谷 みよ子 文  梶山 俊夫 絵 

『おこりじぞう』 （金の星社） 

山口 勇子 原作  沼田 曜一 語り  四国 五郎 絵 



 

 

 

日付 内 容 

３/１１（日） 実施者：ボランティア 

『めの まど あけろ』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎 ぶん  長 新太 え 

『しょうぼうじどうしゃじぷた』 （福音館書店） 

渡辺 茂男 さく  山本 忠敬 え 

『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 

『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 

３/２５（日） 実施者：ボランティア 

♪たんぽぽ 

ストーリーテリング 「おおかみと七ひきの子やぎ」 

   『子どもに語るグリムの昔話１』（こぐま社）より 

『はらぺこあおむし』 （偕成社） 

エリック・カール さく  もり ひさし やく 

♪木がのびる 

『二ひきのこぐま』 （こぐま社） 

イーラ 作  松岡 享子 訳 

『わたしのワンピース』 （こぐま社） 

にしまき かやこ えとぶん 

本の紹介と実演 

『しろいかみのサーカス』 （福音館書店） 

たにうち つねお さく  いちかわ かつひろ しゃしん 


