
 

 

 

  

日 付 内 容 

10/7（日） 実施者：ボランティア 

♪おつきさまえらいの 

『お月さまってどんなあじ？』 （らんか社） 

マイケル・グレイニエツ 絵と文  いずみ ちほこ 訳 

『びっくりまつぼっくり』 （福音館書店） 

多田 多恵子 ぶん  堀川 理万子 え 

ストーリーテリング 「チャールズと松ぼっくり」 

   『チャールズのおはなし』（福音館書店）より 

『はしれ！カボチャ』 （小学館） 

エバ・メフト 文  アンドレ・レトリア 絵  宇野 和美 訳 

10/14（日） 実施者：ボランティア 

『いもほりやま』 （岩崎書店） 

山岡 みね 作・絵 

『まじょのケーキ』 （あかね書房） 

たむら しげる 作 

『おこめができた！』 （ひさかたチャイルド） 

『かじってみたいな、お月さま』 （評論社） 

フランク・アッシュ えとぶん  山口 文生 やく 

『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 

10/２8（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 

『つきよのキャベツくん』 （文研出版） 

長 新太 さく 

『ごんごろじゃがいも』 （童心社） 

いわさ ゆうこ 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 



  

日 付 内 容 

11/3（土） 

 

実施者：職員 

『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 

『どんぐりころころ』 （ひさかたチャイルド） 

片野 隆司 写真撮影 

『ロージーのおさんぽ』 （偕成社） 

パット・ハッチンス さく  わたなべ しげお やく 

『ずいとんさん』 （福音館書店） 

日野 十成 再話  斎藤 隆夫 絵 

11/4（日） 実施者：ボランティア 

『すてきな三にんぐみ』 （偕成社） 

トミー＝アンゲラー さく  いまえ よしとも やく 

『びっくりまつぼっくり』 （福音館書店） 

多田 多恵子 ぶん  堀川 理万子 え 

♪ブラックさんとブラウンさん 

『もったいないばあさん』 （講談社） 

真珠 まりこ 作・絵 

『さんまいのおふだ』 （福音館書店） 

水沢 謙一 再話  梶山 俊夫 画 

11/11（日） 

 

実施者：職員 

『そらはだかんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎 作 

『トラのじゅうたんになりたかったトラ』 （岩波書店） 

ジェラルド・ローズ 文・絵  ふしみ みさを 訳 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき 作 

『おばけのジョージー』 （福音館書店） 

ロバート・ブライト さく・え  光吉 夏弥 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 



 

  日 付 内 容 

11/25（日） 実施者：ボランティア 

『でんしゃにのって』 （アリス館） 

とよた かずひこ 著 

『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 

『ちいさなき』 （福音館書店） 

神沢 利子 ぶん  高森 登志夫 え 

『やまなしもぎ』 （福音館書店） 

平野 直 再話  太田 大八 画 

『よかったねネッドくん』 （偕成社） 

レミー＝チャーリップ ぶん・え  やぎた よしこ 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 

12/2（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 

『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 

『ねずみのよめいり』 （くもん出版） 

おざわ としお 再話  かないだ えつこ 絵 

♪いとまき 

『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 

『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 

12/9（日） 実施者：ボランティア 

『かぶさんとんだ』 （福音館書店） 

五味 太郎 作 

『ティッチ』 （福音館書店） 

パット・ハッチンス さく・え  いしい ももこ やく 

『二ひきのこぐま』 （こぐま社） 

イーラ 作  松岡 享子 訳 

『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 

『へっこきよめさま』 （鈴木出版） 

富永 佳与子 文  高見 八重子 絵 

♪さよならあんころもち 



 

  日 付 内 容 

12/16（日） 

 

実施者：ボランティア 

「ふぶきがやんだら」 

（ちいさなかがくのとも ２０１８年２月） （福音館書店） 

あかし のぶこ さく 

『はなをくんくん』 （福音館書店） 

ルース・クラウス ぶん  マーク・シーモント え 

きじま はじめ やく 

『ゆきのひのうさこちゃん』 （福音館書店） 

ディック・ブルーナ ぶん・え  いしい ももこ やく 

『かみさまからの おくりもの』 （こぐま社） 

ひぐち みちこ 著 

『マドレーヌのクリスマス』 （ＢＬ出版） 

ルドウィッヒ・ベーメルマンス 作  江國 香織 訳 

♪あわてんぼうのサンタクロース 

12/２3（日） 

 

実施者：ボランティア 

『バルバルさん』 （福音館書店） 

乾 栄里子 文  西村 敏雄 絵 

『ふゆですよ』 （金の星社） 

柴田 晋吾 さく  降矢 なな え 

『ゆきのひ』 （偕成社） 

エズラ・ジャック・キーツ ぶん・え  きじま はじめ やく 

『ゆうびんやのくまさん』 （福音館書店） 

フィービ・ウォージントン さく・え 

セルビ・ウォージントン さく・え  まさき るりこ やく 

1/6（日） 

 

実施者：ボランティア 

『おめでとうおひさま』 （小学館） 

中川 ひろたか 作  片山 健 絵 

『にんじん だいこん ごぼう』 （福音館書店） 

植垣 歩子 再話・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 

『走れ！みかんのかわ』 （河出書房新社） 

吉田 戦車 著 

♪おはぎのうた 

『がまとうさぎのもちあらそい』 （くもん出版） 

おざわ としお さいわ  いとう あけみ さいわ 

まさたか もとこ え 



 

  日 付 内 容 

1/1３（日） 実施者：ボランティア 

『このすしなあに』 （ポプラ社） 

塚本 やすし 作 

『おかしなゆきふしぎなこおり』 （ポプラ社） 

片平 孝 写真・文 

『どんなにきみがすきだかあててごらん』 （評論社） 

サム・マクブラットニィ ぶん  アニタ・ジェラーム え 

小川 仁央 やく 

『十二支のはじまり』 （教育画劇） 

岩崎 京子 文  二俣 英五郎 画 

1/27（日） 

 

実施者：ボランティア 

『うしはどこでも「モ～！」』 （すずき出版） 

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 

『おひさまぽかぽか』 （福音館書店） 

笠野 裕一 作 

『パンツのはきかた』 （福音館書店） 

岸田 今日子 さく  佐野 洋子 え 

『しろくまのパンツ』 （ブロンズ新社） 

ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ 作 

『おやすみ』 （新日本出版社） 

ふじわら こういち しゃしん・ぶん 

『ゆきのひはあついあつい』 （至光社） 

岩村 和朗 絵と文 

２/３（日） 

 

実施者：ボランティア 

『どうやってねるのかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき 作 

『はなをくんくん』 （福音館書店） 

ルース・クラウス ぶん  マーク・シーモント え 

きじま はじめ やく 

『せんろはつづく』 （金の星社） 

竹下 文子 文  鈴木 まもる 絵 

『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 

2/10（日） 実施者：ボランティア 

『アヒルだってば！ウサギでしょ！』 （サンマーク出版） 

エイミー・クローズ・ローゼンタール さく 

トム・リヒテンヘルド さく  いまえ よしとも やく 

『しろくまちゃんのほっとけーき』 （こぐま社） 

森 比左志 文  わだ よしおみ 文  わかやま けん 絵 

『もしもこぶたにホットケーキをあげると』 （岩崎書店） 

ローラ・ジョフィ・ニューメロフ 文  フェリシア・ボンド 絵 

青山 南 訳 

『このはなだれの？』 （ひさかたチャイルド） 

内山 晟 写真撮影 

『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 

2/24（日） 

 

実施者：ボランティア 

『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 

『ぽとんぽとんはなんのおと』 （福音館書店） 

神沢 利子 さく  平山 英三 え 

詩 「くまさんのおでかけ」 

『おはなしのろうそく１』（東京子ども図書館）より 

『いちご』 （福音館書店） 

平山 和子 さく 

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店） 

小西 英子 さく 

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 

3/3（日） 実施者：ボランティア 

『もういいかい』 （BL出版） 

中野 真典 作 

『ゆきふり』 （福音館書店） 

澤口 たまみ ぶん  斉藤 俊行 え 

『サイモンは、ねこである。』 （あすなろ書房） 

ガリア・バーンスタイン 作  なかがわ ちひろ 訳 

『おいしいおひなさま』 （ほるぷ出版） 

すとう あさえ ぶん  小林 ゆき子 え 

『花じんま』 （福音館書店） 

田島 征三 再話・絵 



 

 

  

日 付 内 容 

3/10（日） 

 

実施者：ボランティア 

『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 

『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 

『しろくまちゃんのほっとけーき』 （こぐま社） 

森 比左志 文  わだ よしおみ 文  わかやま けん 絵 

♪ひげじいさん 

『すずめくんどこでごはんたべるの？』 （福音館書店） 

たしろ ちさと ぶん・え 

『サイモンは、ねこである。』 （あすなろ書房） 

ガリア・バーンスタイン 作  なかがわ ちひろ 訳 

『きみはライオン！』 （偕成社） 

ユ テウン 作 絵  竹下 文子 訳 

3/24（日） 

 

実施者：ボランティア 

『つくし』 （福音館書店） 

甲斐 信枝 さく 

『おおきなおなべと ちいさなおなべ』 （福音館書店） 

二宮 由紀子 ぶん  石倉 ヒロユキ え 

『まくらのせんにん』 （佼成出版社） 

かがくい ひろし 著 

『ねこのけいさん』 （フレーベル館） 

浅沼 とおる 作・絵 

『ころんちゃんのおともだち』 （ＰＨＰ研究所） 

あきやま ただし 作・絵 

 



 

日 付 内 容 

3/31（日） 

 

実施者：ボランティア 

『じゅうじゅうじゅう』 （福音館書店） 

あずみ虫 さく 

『そらいろのたね』 （福音館書店） 

中川 李枝子 さく  大村 百合子 え 

『おおきなかぶ』 （福音館書店） 

Ａ・トルストイ 再話  佐藤 忠良 画  内田 莉莎子 訳 

『こんにちは』 （ひかりのくに） 

宮尾 怜衣 作・絵 

「どうぞどうぞ」 

（こどものとも年少版 ２０１９年３月） （福音館書店） 

こさか まさみ 文  山内 彩子 絵 

『マーシャとくま』 （福音館書店） 

Ｍ・ブラトフ さいわ  Ｅ・ラチョフ え 

うちだ りさこ やく 

『おひさまはいつも』 （福音館書店） 

八木 マリヨ さく 

 


