
 

 

 

 

  

日 付 内 容 

１０/６（日） 実施者：ボランティア 

『どんぐりのき』 （世界文化社） 

榎本 功 写真 

『じごくのそうべえ』 （童心社） 

田島 征彦 作 

『ぼくのさがしもの』 （出版ワークス） 

たけうち ちひろ 文・切り絵 

♪ひげじいさん 

『ぐるんぱのようちえん』 （福音館書店） 

西内 ミナミ さく  堀内 誠一 え 

１０/１３（日） 実施者：ボランティア 

♪いちといちで 

『だっぴ！』 （こぐま社） 

北村 直子 作 

『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 

『どうぞのいす』 （ひさかたチャイルド） 

香山 美子 作  柿本 幸造 絵 

♪どんぐりころちゃん 

『やまなしもぎ』 （福音館書店） 

平野 直 再話  太田 大八 画 



 

  日 付 内 容 

１０/２７（日） 実施者：職員・ボランティア 

♪やきいもグーチーパー 

『さつまのおいも』 （童心社） 

中川 ひろたか 文  村上 康成 絵 

『三びきのこぶた』 （福音館書店） 

山田 三郎 え  瀬田 貞二 やく 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき 作 

♪おてぶしてぶし 

『どんぐりもりのおきゃくさん』 （ひさかたチャイルド） 

香山 美子 文  飯村 茂樹 ほか写真 

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 

１１/３（日） 実施者：ボランティア 

『りんごがひとつ』 （童心社） 

いわむら かずお 作 

『かぼちゃひこうせんぷっくらこ』 （アリス館牧新社） 

レンナート・ヘルシング ぶん  スベン・オットー え 

奥田 継夫 やく  木村 由利子 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 

『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 

『くんちゃんのだいりょこう』 （岩波書店） 

ドロシー・マリノ 文 絵  石井 桃子 訳 

１１/１０（日） 実施者：ボランティア 

『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 

『わたしのワンピース』 （こぐま社） 

にしまき かやこ えとぶん 

『ちびゴリラのちびちび』 （ほるぷ出版） 

ルース・ボーンスタイン さく  いわた みみ やく 

『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 

１１/２４（日） 実施者：職員・ボランティア 

『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 

『やまなしもぎ』 （福音館書店） 

平野 直 再話  太田 大八 画 

♪もしもしかめよ 

『やさいのおなか』 （福音館書店） 

きうち かつ さく・え 

『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 

１２/１（日） 実施者：ボランティア 

『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 

『サンタクロースはおもちゃはかせ』 （文渓堂） 

マーラ・フレイジー 作  うぶかた よりこ 訳 

『ゆめどろぼう』 （ＰＨＰ研究所） 

みやざき ひろかず さく・え 

「ココアは、いかが？」 

（かがくのとも １９９７年９月） （福音館書店） 

油谷 勝海 作  木村 功 写真  奥井 一満 原案 

『手おけのふくろう』 （福音館書店） 

ひらの のぶあき ぶん  あべ 弘士 え 

『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 



 

  日 付 内 容 

１２/８（日） 実施者：ボランティア 

『みかんのひみつ』 （ひさかたチャイルド） 

岩間 史朗 写真撮影 

『クリスマスのふしぎなはこ』 （福音館書店） 

長谷川 摂子 ぶん  斉藤 俊行 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 

『きらきら』 （アリス館） 

谷川 俊太郎 文  吉田 六郎 写真 

『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 

『にににんにんじん』 （童心社） 

いわさ ゆうこ さく 

♪さよなら あんころもち 

１２/１５（日） 実施者：ボランティア 

『きらきら』 （アリス館） 

谷川 俊太郎 文  吉田 六郎 写真 

『ちいさなろば』 （福音館書店） 

ルース・エインズワース 作  酒井 信義 画  石井 桃子 訳 

♪二羽のことり 

『スープになりました』 （講談社） 

彦坂 有紀 作  もりと いずみ 作 

『ねえどっちがすき？』 （福音館書店） 

安江 リエ ぶん  降矢 奈々 え 

ストーリーテリング 「だめといわれてひっこむな」 

   『おはなしのろうそく９』（東京子ども図書館）より 



 

  日 付 内 容 

１２/２２（日） 実施者：ボランティア 

『タンタンのずぼん』 （偕成社） 

いわむら かずお え 

『わにわにのおふろ』 （福音館書店） 

小風 さち ぶん  山口 マオ え 

『あずき』 （福音館書店） 

荒井 真紀 さく 

『やさいのおなか』 （福音館書店） 

きうち かつ さく・え 

『ことりのおさら』 （福音館書店） 

叶内 拓哉 ぶん・しゃしん 

『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 

１/５（日） 実施者：職員・ボランティア 

『だるまさんが』 （ブロンズ新社） 

かがくい ひろし さく 

『十二支のおはなし』 （岩崎書店） 

内田 麟太郎 文  山本 孝 絵 

『ねずみのすもう』 （ポプラ社） 

谷 真介 文  高橋 信也 絵 

『おもちのきもち』 （講談社） 

かがくい ひろし 作・絵 

『ねずみの でんしゃ』 （ひさかたチャイルド） 

山下 明生 作  岩村 和朗 絵 

１/１２（日） 実施者：ボランティア 

『おしょうがつさん』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎 ぶん  大橋 歩 え 

♪いっぴきののねずみが 

『ねずみのおいしゃさま』 （福音館書店） 

なかがわ まさふみ さく  やまわき ゆりこ え 

本の紹介 

『ぐりとぐら』 

『ぐりとぐらのうたうた１２つき』 

♪５ほんゆびのはくしゅ 

『おかしなゆきふしぎなこおり』 （ポプラ社） 

片平 孝 写真・文 

『おなかのなかの、なかのなか』 （学研教育出版） 

あさの ますみ ぶん  長谷川 義史 え 



 

  日 付 内 容 

１/２６（日） 実施者：職員・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 

『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 

『もりのおふろ』 （福音館書店） 

西村 敏雄 さく 

『パンのかけらとちいさなあくま』 （福音館書店） 

内田 莉莎子 再話  堀内 誠一 画 

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 

２/２（日） 実施者：職員 

『ゆきのかたち』 （ひさかたチャイルド） 

片野 隆司 写真撮影 

『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 

『わにわにのおふろ』 （福音館書店） 

小風 さち ぶん  山口 マオ え 

『まゆとおに』 （福音館書店） 

富安 陽子 文  降矢 なな 絵 

ストーリーテリング 「ついでにペロリ」 

   『ついでにペロリ』（東京子ども図書館）より 

２/９（日） 実施者：職員 

『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 

『ゆきがふったら』 （偕成社） 

レベッカ・ボンド さく  さくま ゆみこ やく 

♪ここはてっくび 

『きょうりゅうたちがかぜひいた』 （小峰書店） 

ジェイン・ヨーレン 文  マーク・ティーグ 絵 

なかがわ ちひろ 訳 

『こねこのチョコレート』 （こぐま社） 

Ｂ．Ｋ．ウィルソン 作  大社 玲子 絵  小林 いづみ 訳 



 

 日 付 内 容 

２/２３（日） 実施者：ボランティア 

『つのはなんにもならないか』 （偕成社） 

きたやま ようこ 作絵 

『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 

『きょうはみんなでクマがりだ』 （評論社） 

マイケル・ローゼン 再話  ヘレン・オクセンバリー 絵 

山口 文生 訳 

♪ブラックさんとブラウンさん 

『しおちゃんとこしょうちゃん』 （福音館書店） 

ルース・エインズワース さく  こうもと さちこ え・やく 


