
 

 

 

  

日 付 内 容 

４/7（日） 実施者：職員 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき さく 

『こすずめのぼうけん』 （福音館書店） 

ルース・エインズワース 作  堀内 誠一 画 

石井 桃子 訳 

『たんぽぽのたね とんだ』 （福音館書店） 

すずき ゆりいか ぶん  ごんもり なつこ え 

『ルラルさんのにわ』 （ポプラ社） 

いとう ひろし 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 

４/14（日） 実施者：職員 

『でてこいでてこい』 （福音館書店） 

はやし あきこ さく 

『どうぶつたいじゅうそくてい』 （アリス館） 

聞かせ屋。けいたろう 文  高畠 純 絵 

『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 

『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 

『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 

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 



 

  日 付 内 容 

４/21（日） 実施者：職員 

『たんぽぽのたね とんだ』 （福音館書店） 

すずき ゆりいか ぶん  ごんもり なつこ え 

『はるがきた』 （主婦の友社） 

ジーン・ジオン 文  マーガレット・ブロイ・グレアム 絵 

こみや ゆう 訳 

♪たんぽぽ 

『よじはんよじはん』 （福音館書店） 

ユン ソクチュン ぶん  イ ヨンギョン え 

かみや にじ やく 

『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 

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 

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 

ストーリーテリング 「ホットケーキ」 

   『おはなしのろうそく１８』（東京子ども図書館）より 

４/２8（日） 

 

実施者：職員 

『おにぎり』 （福音館書店） 

平山 英三 ぶん  平山 和子 え 

『そよそよとかぜがふいている』 （復刊ドットコム） 

長 新太 さく 

『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 

『てじな』 （福音館書店） 

土屋 富士夫 作 

『だいくとおにろく』 （福音館書店） 

松井 直 再話  赤羽 末吉 画 

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 



 

  日 付 内 容 

 ４/２９（月） 実施者：職員 

『まるくておいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ さく 

『おなべおなべにえたかな』 （福音館書店） 

こいで やすこ さく 

『ちょうちょはやくこないかな』 （福音館書店） 

甲斐 信枝 さく 

『ばけくらべ』 （福音館書店） 

松谷 みよ子 さく  瀬川 康男 え 

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 

４/３０（火） 

 

実施者：職員 

『ねえどっちがすき？』 （福音館書店） 

安江 リエ ぶん  降矢 奈々 え 

『ずいとんさん』 （福音館書店） 

日野 十成 再話  斎藤 隆夫 絵 

『へんなおにぎり』 （福音館書店） 

長 新太 さく 

『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 

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 

５/１（水） 

 

実施者：職員 

『１４ひきのぴくにっく』 （童心社） 

いわむら かずお さく 

『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 

『うみやまがっせん』 （福音館書店） 

上沢 謙二 原案  長谷川 摂子 文  大島 英太郎 絵 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき 作 

『びんぼうこびと』 （福音館書店） 

内田 莉莎子 再話  太田 大八 画 



 

  日 付 内 容 

５/２（木） 実施者：職員 

『きゃべつばたけのぴょこり』 （福音館書店） 

甲斐 信枝 さく 

『キャベツくん』 （文研出版） 

長 新太 文・絵 

『パンどうぞ』 （講談社） 

彦坂 有紀 作  もりと いずみ 作 

『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 

『みるなのくら』 （福音館書店） 

おざわ としお 再話  赤羽 末吉 画 

５/４（土） 

 

実施者：職員 

『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 

『ガンピーさんのふなあそび』 （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 

『へびのクリクター』 （文化出版局） 

トミー・ウンゲラー 作  中野 完二 訳 

『三びきのこぶた』 （福音館書店） 

瀬田 貞二 やく  山田 三郎 え 

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 

５/5（日） 

 

実施者：職員 

『あかちゃんかたつむりのおうち 』 （福音館書店） 

いとう せつこ ぶん  島津 和子 え 

『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 

『きんぎょがにげた』 （福音館書店） 

五味 太郎 作 

『てんぱたんてんぱたん』 （福音館書店） 

梶山 俊夫 再話・絵 

ストーリーテリング 「あちち、ぽんぽん、ふうふう」 

   『笠地蔵』（小峰書店）より 



 

日 付 内 容 

５/１２（日） 

 

実施者：職員 

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』 

（ＢＬ出版） 

長谷川 義史 作 

『とのさま１ねんせい』 （あすなろ書房） 

長野 ヒデ子 作・絵  本田 カヨ子 作・絵 

『きつねとたぬきのばけくらべ』 （童心社） 

松谷 みよ子 ぶん  ひらやま えいぞう え 

『ふしぎなしろねずみ』 （岩波書店） 

チャン チョルムン 文  ユン ミスク 絵  かみや にじ 訳 

5/19（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 

『チトくんとにぎやかないちば』 （徳間書店） 

アティヌーケ 文  アンジェラ・ブルックスバンク 絵 

さくま ゆみこ 訳 

『ピーターのくちぶえ』 （偕成社） 

エズラ＝ジャック＝キーツ さく  きじま はじめ やく 

『こいぬがうまれるよ』 （福音館書店） 

ジョアンナ・コール 文  ジェローム・ウェクスラー 写真 

つぼい いくみ 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 

５/２６（日） 実施者：職員 

『あめのひ』 （徳間書店） 

サム・アッシャー 作・絵  吉上 恭太  訳 

『おじさんのかさ』 （講談社） 

佐野 洋子 作・絵 

『かえるのいえさがし』 （福音館書店） 

石井 桃子 さく  川野 雅代 さく  中谷 千代子 え 

『バナナのはなし』 （福音館書店） 

伊沢 尚子 文  及川 賢治 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 

https://www.library.city.hiroshima.jp/winj/opac/book-detail.do?searcol=author&searval=%E5%90%89%E4%B8%8A%E6%81%AD%E5%A4%AA


  

 

 

  

日 付 内 容 

6/２（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 

『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 

『ぼくのながぐつ』 （福音館書店） 

笠野 裕一 さく 

♪ここはてっくび 

『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 

『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 「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 

6/９（日） 実施者：ボランティア 

『ふしぎなナイフ』 （福音館書店） 

中村 牧江 さく  林 健造 さく  福田 隆義 え 

『きょだいなきょだいな』 （福音館書店） 

長谷川 摂子 作  降矢 なな 絵 

『あめあめぱらん』 （のら書店） 

木坂 涼 文  松成 真理子 絵 

『ゆかいなかえる』 （福音館書店） 

ジュリエット・ケペシュ ぶん・え  いしい ももこ やく 

『まるまるまるのほん』 （ポプラ社） 

エルヴェ・テュレ さく  たにかわ しゅんたろう やく 

『ブターラとクマーラベッタベタ』 （フレーベル館） 

高畠 純 作 



  

日 付 内 容 

6/１６（日） 

 

実施者：ボランティア 

♪１と１で 

『でてこいでてこい』 （福音館書店） 

はやし あきこ さく 

『ぞうくんのさんぽ』 （福音館書店） 

なかの ひろたか さく・え  なかの まさたか レタリング 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子 さく 

『バムとケロのにちようび』 （文溪堂） 

島田 ゆか 作 絵 

♪おべんとうばこのうた 

『おべんとうなあに？』 （偕成社） 

山脇 恭 作  末崎 茂樹 絵 

♪おやゆびパパ 

『おとうさんはウルトラマン』 （学研） 

みやにし たつや 作 絵 

6/２３（日） 実施者：ボランティア 

『ふしぎなナイフ』 （福音館書店） 

中村 牧江 さく  林 健造 さく  福田 隆義 え 

『ニーナはおちびさん』 （好学社） 

ジャック・ケント さく  なかがわ けんぞう やく 

『あくび』 （文渓堂） 

中川 ひろたか 文  飯野 和好 絵 

『だるまちゃんとかみなりちゃん』 （福音館書店） 

加古 里子 さく・え 

『もくもくやかん』 （講談社） 

かがくい ひろし 作 

6/３０（日） 

 

実施者：ボランティア 

『だるまちゃんとてんぐちゃん』 （福音館書店） 

加古 里子 さく・え 

『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 

『へんしんトンネル』 （金の星社） 

あきやま ただし 作・絵 

『こんとあき』 （福音館書店） 

林 明子 さく 

https://www.library.city.hiroshima.jp/winj/opac/book-detail.do?searcol=author&searval=%E6%99%B4%E6%B5%B7%E8%80%95%E5%B9%B3


 

 

  

日 付 内 容 

７/７（日） 

 

実施者：ボランティア 

『なにのこどもかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき 作 

『あめだあめだくわっくわっくわっ』 （福音館書店） 

澤口 たまみ ぶん  降矢 なな え 

『おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ』 （ポプラ社） 

わかやま けん 作・絵 

♪ひげじいさん（アンパンマンバージョン） 

『へそとりごろべえ』 （童心社） 

赤羽 末吉 詩 画 

『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 

7/１４（日） 実施者：ボランティア 

『きみはライオン！』 （偕成社） 

ユ テウン 作 絵  竹下 文子 訳 

『すきすきすき』 （アリス館） 

織茂 恭子 作 

『実物大！世界のどうぶつ絵本』 （あすなろ書房） 

ソフィー・ヘン 作  藤田 千枝 訳 

『どしゃぶり』 （講談社） 

おーなり 由子 ぶん  はた こうしろう え 

『１０ねこ』 （福音館書店） 

岩合 光昭 作 

『どっせい！ねこまたずもう』 （ポプラ社） 

石黒 亜矢子 作・絵 

７/２８（日） 実施者：ボランティア 

♪はじまりのうた 

『むしがとぶ』 （福音館書店） 

栗林 慧 さく  杉浦 範茂 Ａ・Ｄ 

『コロちゃんのかいすいよく』 （評論社） 

エリック・ヒル 作 

『まあちゃんのながいかみ』 （福音館書店） 

たかどの ほうこ さく 

♪さかながはねて 

『杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう』 （福音館書店） 

杉山 弘之 文と構成  杉山 輝行 文と構成 

吉村 則人 写真  平野 恵理子 絵 

『いもうとのにゅういん』 （福音館書店） 

筒井 頼子 さく  林 明子 え 



 

  日 付 内 容 

８/４（日） 

 

実施者：ボランティア 

『うさこちゃんとうみ』 （福音館書店） 

ディック・ブルーナ ぶん え  いしい ももこ やく 

『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社） 

森 比左志 文  わだ よしおみ 文  わかやま けん 絵 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子 さく 

『ぐりとぐらのかいすいよく』 （福音館書店） 

中川 李枝子 さく  山脇 百合子 え 

『ぐうぐうぐう』 （文化出版局） 

五味 太郎 作 

♪うみ 

８/６（火） 実施者：職員 

『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 

『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 

『くつがいく』 （童心社） 

和歌山 静子 作 

『おとうさんのちず』 （あすなろ書房） 

ユリ・シュルヴィッツ 作  さくま ゆみこ 訳 

『きぼう』 （ほるぷ出版） 

ローレン・トンプソン 作  千葉 茂樹 訳 

本の紹介 

『広島の木に会いにいく』 

『さがしています』 

『８月６日のこと』 

『絵で読む広島の原爆』 

『パンプキン』 

『まんがで語り継ぐ広島の復興』 

『へいわってどんなこと？』 

『綾瀬はるか「戦争」を聞く』  



 

  日 付 内 容 

８/９（金） 

 

実施者：職員 

本の紹介 

『シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ １』 

『まちんと』 （偕成社） 

松谷 みよ子 文  司 修 絵 

本の紹介 

『さがしています』 

『じろりじろり』 （アリス館） 

デイビッド・マッキー ぶん・え  はら しょう やく 

『もっとおおきなたいほうを』 （福音館書店） 

二見 正直 作 

『へいわってどんなこと？』 （童心社） 

浜田 桂子 作 

８/１１（日） 実施者：ボランティア 

♪ろうそくぽっ 

『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 

『おどろきいっぱい！トマト』 （ひさかたチャイルド） 

♪おてぶしてぶし 

『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 

『カレーライス』 （福音館書店） 

小西 英子 さく 

『はだしになっちゃえ』 （福音館書店） 

小長谷 清実 ぶん  サイトウ マサミツ え 

♪こりゃどこのじぞうさん 

８/２５（日） 

 

実施者：ボランティア 

『どっとこどうぶつえん』 （福音館書店） 

中村 至男 さく 

『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 

♪ちいさいまめ こーろころ 

『はだしになっちゃえ』 （福音館書店） 

小長谷 清実 ぶん  サイトウ マサミツ え 

『ターちゃんとペリカン』 （ぽるぷ出版） 

ドン・フリーマン さく  さいおんじ さちこ やく 



 

  日 付 内 容 

９/1（日） 実施者：ボランティア 

♪１と１で 

『わくわく！れっしゃでかぞくりょこう』 （交通新聞社） 

サトシン 作  羽尻 利門 絵 

「トンボしょうねん」 

（ちいさなかがくのとも ２００４年９月） （福音館書店） 

石亀 泰郎 ぶん・しゃしん 

『おおかみのおなかのなかで』 （徳間書店） 

マック・バーネット 文  ジョン・クラッセン 絵 

なかがわ ちひろ 訳 

『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 

『マドレーヌとパリのふるいやしき』 （ＢＬ出版） 

ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ 作  江國 香織 訳 

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店） 

齋藤 槙 作 

♪おつきさまえらいの 

９/22（日） 

 

実施者：ボランティア 

『もじもじこぶくん』 （福音館書店） 

小野寺 悦子 ぶん  きくち ちき え 

『たべてみたい！』 （白泉社） 

いしい ひろし 著 

『カレーライス』 （福音館書店） 

小西 英子 さく 

『ごんごろじゃがいも』 （童心社） 

いわさ ゆうこ さく 

『かぜをひいたおつきさま』 （徳間書店） 

レオニート・チシコフ 作・絵  鴻野 わか菜 訳 

『かにのニカ』 （福音館書店） 

野坂 勇作 さく 



 

日 付 内 容 

９/29（日） 実施者：ボランティア 

「まあるくなーれ」 

（こどものとも０.１.２. ２０１９年９月） （福音館書店） 

鈴木 智子 さく 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子 さく 

『ふくろにいれられたおとこのこ』 （福音館書店） 

山口 智子 再話  堀内 誠一 画 

『りんごたべよう』 （福音館書店） 

なかむら まさこ ぶん  なかじま むつこ え 

『えんやら りんごの木』 （偕成社） 

松谷 みよ子 文  遠藤 てるよ 絵 

「ぼうし ぴょこ」 

（こどものとも０.１.２. ２０１０年７月） （福音館書店） 

前田 マリ 作 

『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 

『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 

「おひさまがしずむ」 

（ちいさなかがくのとも ２００３年９月） （福音館書店） 

越智 典子 ぶん  沢田 としき え 

 


