日付
4／3（土）

内

容

実施者：ボランティア
『ハンダのめんどりさがし』 （光村教育図書）
アイリーン・ブラウン／作
『クレリア』 （セーラ出版）
マイケル・グレイニエツ／絵と文
『そしたらそしたら』 （福音館書店）
谷川 俊太郎／ぶん

柚木 沙弥郎／え

『ひみつのカレーライス』
井上 荒野／作

（アリス館）

田中 清代／絵

『たんぽぽのたね とんだ』 （福音館書店）
すずき ゆりいか／ぶん
4／4（日）

実施者：職員
『さくら』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

矢間

芳子／絵・構成

♪手遊び「たんぽぽはいそがしい」
『コッコさんのともだち』

（福音館書店）

片山 健／さく・え
『がたごと がたごと』 （童心社）
内田 麟太郎／文

西村

繁男／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』より 東京こども図書館／編
4/10（土）

実施者：職員・ボランティア
『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

『わにわにのおふろ』 （福音館書店）
小風 さち／ぶん

山口

マオ／え

『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

『ピッキーとポッキー』 （福音館書店）
あらしやま こうざぶろう／ぶん

あんざい みずまる／え

ストーリーテリング 「ふしぎなたいこ」
『ふしぎなたいこ』より

岩波書店

日付
4/17（土）

内

容

実施者：ボランティア
『てじな』 （福音館書店）
土屋 富士夫／作
『ダンゴムシみつけたよ』

（ポプラ社）

皆越 ようせい／写真・文
工作 おりがみでたんぽぽ
♪手遊び「たんぽぽのわらべうた」
『しろいうさぎとくろいうさぎ』 （福音館書店）
ガース・ウイリアムズ／ぶん・え

まつおか きょうこ／やく

「ののはな」 「かっぱ」
『ことばあそびうた』より

（福音館書店）

谷川 俊太郎 詩

康男／絵

瀬川

「はるのさんぽ」
『パタポン』より （童話屋）
田中 和雄／編
『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

♪手遊び「さよならあんころもち、またきてきなこ」
4/18（日）

実施者：職員
♪たんぽぽはいそがしい
『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

『いろいろおせわになりました』 （福音館書店）
やぎゅう げんいちろう／さく
『３じのおちゃにきてください』 （福音館書店）
こだま ともこ さく

なかの ひろたか え

♪手遊び「たんぽぽはいそがしい」
『ふたり』 （富山房）
瀬川 康男／さく
ストーリーテリング 「ひとり、ふたり、さんにんのこども」
『おはなしのろうそく 26』より 東京子ども図書館／編
♪手遊び「おちゃをのみにきてください」

日付
4/25（日）

内

容

実施者：職員
『きいろいのは ちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
『きぜつライオン』 （教育画劇）
ねじめ 正一／詩

村上

康成／絵

『なぞなぞあそびうた』より、なぞなぞ （のら書店）
角野 栄子／さく

スズキ コージ／え

『ことりのゆうびんやさん』 （福音館書店）
松谷 さやか／ぶん

はた こうしろう／え

『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

ストーリーテリング 「ついでにペロリ」
『おはなしのろうそく 6』より 東京子ども図書館／編
4/29（木）

実施者：ボランティア
『きがきじゃない』 （光村教育図書）
アントワネット・ポーティス／作

中川 ひろたか／訳

『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

『うずまき』 （福音館書店）
よつもと あきら さく
（紹介）『うずまき右まき左まき』 （大日本図書）
永田 英治／ぶん

長田

火出良／え

『ルンペルシュティルツヘン』 （童話館）
ポール・ガルドン／絵

乾 侑美子／訳

（紹介）『だいくとおにろく』 （福音館書店）
松居 直／再話

赤羽 末吉／画

『くさびら』 （講談社）
もとした いづみ／文

竹内 通雅／絵

日付
5/2（日）

内

容

実施者：江田
『ぬぬぬぬぬ』 （偕成社）
五味 太郎／作
『ベーコンわすれちゃだめよ！』 （偕成社）
パット・ハッチンス さく・え

渡辺 茂男／訳

♪「ぐーちょきぱーでなにつくろう」
『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
／絵

ケネス・アンダーソン

桂 かい枝／訳

『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

ストーリーテリング 「かしこいポリーとまぬけなおおかみ」
『かしこいポリーとまぬけなおおかみ」より 金の星社
ストーリーテリング 「団子むこ」
『子どもに語る日本の昔話』より こぐま社
5/3（月）

実施者：職員
『かえるがみえる』 （こぐま社）
まつおか きょうこ／さく

馬場 のぼる／え

『ベーコンわすれちゃだめよ！』 （偕成社）
パット・ハッチンス さく・え

渡辺 茂男／訳

『わたし』 （福音館書店）
谷川 俊太郎／ぶん

長

新太／え

『しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです』 （ＢＬ出版）
ドン・フリーマン／作

なかがわ ちひろ／訳

ストーリーテリング 「文福茶釜」
『子どもに語る日本の昔話 2』より こぐま社

日付
5/4（火）

内

容

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
『ぐやんよやん』 （福音館書店）
長谷川 摂子／ぶん

ながさわ まさこ／え

『ぽかぽか・いいひ』 （童話屋）
しまだ しほ／絵と文
『みずたまレンズ』 （福音館書店）
今森 光彦／さく
『ぶつかる！ぶつかる！』

（福音館書店）

わたなべ しげお さく

かとう ちゃこ え

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』より 東京子ども図書館／編
5/5（水・祝）

実施者：職員
『たべものうた』 （リーブル）
たかぎ あきこ／うた

やまわき ゆりこ／え

『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
『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

『にゅるぺろりん』 （クレヨンハウス）
谷川 俊太郎／文

長 新太／絵

『おやつがほーいどっさりほい』 （新日本出版社）
梅田 俊作・佳子／さく
ストーリーテリング 「二ひきのよくばり子グマ」
『子どもに聞かせる世界の民話』より 実業之日本社

日付
5/8（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
（未所蔵）
『きせかえくまちゃん』 （偕成社）
末吉 暁子／作

藤田 三歩／絵

『なぞなぞな～に はるのまき』 （福音館書店）
いまき みち／作
（紹介）しりとりしりとり

はるのまき

『こどものとも・年少版 1993 年 3 月』より （福音館書店）
いまき みち／作
『しりとりのだいすきなおうさま』 （鈴木出版）
中村 翔子／作

はた こうしろう／絵

『おかえし』 （福音館書店）
村山 桂子／さく
5/15（土）

織茂

恭子／え

実施者：ボランティア
『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）
しんぐう すすむ／さく
『おかあさんといっしょ』

（福音館書店）

薮内 正幸／さく
『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三 ぶん

平山

和子 え

『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

『ありさんどうぞ』 （大日本図書）
中村 牧江／さく

林 健造／え

『そらとぶアヒル』 （童心社）
内田 麟太郎／ぶん

長

新太／え

『てんのくぎをうちにいったはりっこ』 （福音館書店）
かんざわ としこ さく

ほりうち せいいち え

日付
5/16（日）

内

容

実施者：ボランティア
（未所蔵）
『おひるのアヒル』 （ＰＨＰ研究所）
中川 ひろたか／文

村上 康成／絵

『わたし』 （福音館書店）
谷川 俊太郎／ぶん

長

新太／え

『あのときすきになったよ』 （教育画劇）
薫

くみこ／さく

飯野

和好／え

『みず』 （福音館書店）
英

伸三 写真

長谷川

摂子／文

『くものかたち』 （ブロンズ新社）
フランスワ・ダヴィッド／文

マルク・ソラル／写真

わかぎ

え

ふ／訳
ストーリーテリング 「文福茶釜」
『子どもに語る日本の昔話 2』より こぐま社
5/22（土）

実施者：ボランティア
『やさいのせなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
『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

あいこ／やく
『あっ、あぶない！』 （ほるぷ出版）
コリン・マクノートン／さく

オーシロ笑美／やく

『みずたまレンズ』 （福音館書店）
今森 光彦／さく
『ペレのあたらしいふく』
エルサ・ベスコフ 文・絵

（福音館書店）
おのでら ゆりこ／訳

せな

日付
5/23（日）

内

容

実施者：職員
『かぶさんとんだ』 （福音館書店）
五味 太郎／作
『わにわにのごちそう』 （福音館書店）
小風 さち／ぶん

山口

マオ／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

たなべ しげお／やく
♪手遊び「おーちたおちた」
『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

『ちいさなひつじフリスカ』 （ほるぷ出版）
ロブ・ルイス／さく

かねはら みずひと／やく

ストーリーテリング 「金色とさかのオンドリとひきうす」
『ロシアのむかし話』より 偕成社
5/30（日）

実施者：職員
『コッコさんとあめふり』

（福音館書店）

片山 健 さく・え
『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

『かえるくんにきをつけて』 （偕成社）
五味 太郎／作
『ポッチャーン！』 （朔北社）
フィリップ・コランタン／作

ふしみ みさを／訳

ストーリーテリング 「おやふこうなあおがえる」
『おはなしのろうそく 24』より 東京子ども図書館／編

わ

日付
6/12（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『おさるのおいかけっこ』

（講談社）

いとう ひろし／作・絵
『あかたろうの１・２・３の３・４・５』 （偕成社）
北山 葉子／作・絵
『よりみちエレベーター』

（徳間書店）

土屋 富士夫／作・絵
『かえるとカレーライス』
長

（福音館書店）

新太 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』より 東京子ども図書館／編

6/19（土）

実施者：職員・ボランティア
『こぐまちゃんのどろあそび』 （こぐま社）
森

比左志・わだ よしおみ／〔文〕

わかやま

けん／〔絵〕

『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
『ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん』 （福音館書店）
中林 影 さく
『かいじゅうがおふろにいるよ』 （岩崎書店）
キャスリーン・スティーブンス／作
郎／訳
ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』より

三省堂

レイ・ボーラー／絵

各務 三

日付
6/20（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『タコのバス』 （福音館書店）
長

新太／さく

『スイミー』 （好学社）
レオ・レオニ／〔作〕

谷川 俊太郎／訳

『クラゲゆらゆら』 （ポプラ社）
楚山 いさむ／写真・文
『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

たなべ しげお／やく
♪手遊び「のびのび」
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』より 東京子ども図書館／編
6/27（日）

実施者：職員・ボランティア
『はっぱのおうち』 （福音館書店）
征矢 清／さく

林 明子／え

『あまやどり』 （偕成社）
七尾 純／文

久保 秀一／写真

『パパだいすき』 （徳間書店）
セバスチャン・ブラウン／さく・え
『おじさんのかさ』 （銀河社）
さのようこ おはなし・え
ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』より 三省堂

わ

日付
7/3（土）

内

容

実施者：ボランティア
『あおいかさ』 （教育画劇）
いしい つとむ／作 絵
『ホタルが ひかってる』

（福音館書店）

奥本 大三郎／文

虎二／絵

石部

『ほたる』 （福音館書店）
神沢 利子 文

栗林 慧 写真

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）
しんぐう すすむ／さく
『くものこどもたち』 （ほるぷ出版）
ジョン・バーニンガム／さく

たにかわ しゅんたろう／やく

『しおだまり』 （福音館書店）
澤口 たまみ／ぶん

三輪 一雄／え

『はちうえはぼくにまかせて』 （ペンギン社）
ジーン・ジオン／さく
り
7/4（日）

マーガレット・ブロイ・グレアム／え

ひさし／やく

実施者：ボランティア
『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
『すいかのたね』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
『じんべえざめ』 （扶桑社）
新宮 晋／著
♪手遊び「ミッキーマウスの手遊び」
『せかいいちおおきなうち』 （好学社）
レオ・レオニ／作

谷川

俊太郎／訳

『ちょっとだけ』 （福音館書店）
滝村 有子／さく

鈴木

永子／え

♪手遊び「さよならあんころもち」

も

日付
7/10（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『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

『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

『ロージー、いえでをする』 （富山房）
マリアン・マクドナルド／文

メリッサ・スイート／絵

さこ／訳
♪手遊び「ぐうちょきぱあでなにつくろう」
『ぐうちょきぱあでなにつくろう』 （福音館書店）
宮川 桃子／文

関戸 勇 写真

ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』より 三省堂
7/17（土）

実施者：職員・ボランティア
『もりのパンやさん』 （童心社）
松谷 みよ子／ぶん

ひらやま えいぞう／え

『キャベツくん』 （文研出版）
長

新太／文・絵

『さんぽがえる』 （新日本出版社）
高橋 宏一／ぶん・え
『あしたはてんき』 （ひかりのくに）
小春 久一郎／作

杉浦

範茂／絵

ストーリーテリング 「若返りの水」
『子どもに語る日本の昔話 3』より こぐま社

まつの ま

日付
7/18（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『うみのおまつり』 （福音館書店）
東

君平・山口 進 さく

笠原 邦彦 おりがみ

『つきよのかいじゅう』 （佼成出版社）
長

新太／さく

『くだものだもの』 （福音館書店）
石津 ちひろ／文

山村

浩二／絵

『すいかのたね』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
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』より 東京子ども図書館／編
7/24（土）

実施者：職員・ボランティア
『うみのおまつり』 （福音館書店）
東

君平・山口 進 さく

笠原 邦彦 おりがみ

『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

たなべ しげお／訳
『うみのむこうは』 （絵本館）
五味 太郎／作・画
『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

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』より 東京こども図書館／編

わ

日付
7/25（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『にんじんさんがあかいわけ』 （童心社）
松谷 みよ子／ぶん

ひらやま えいぞう／え

『コーネリアス』 （好学社）
レオ＝レオニ／作

谷川

俊太郎／訳

♪英語の手遊び「わにとさる」
『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

『でんしゃにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
♪手遊び「のび」
『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

ストーリーテリング 「団子むこ」
『子どもに語る日本の昔話』より こぐま社
8/1（日）

実施者：ボランティア
『ねずみおことわり』 （福音館書店）
小野 かおる さく え

中谷 幸子 あん

『ねこガム』 （福音館書店）
きむら よしお／作
『まほうのコップ』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

川島

敏生／写真

科学遊び「まほうのコップ」
『しりとりのだいすきなおうさま』 （鈴木出版）
中村 翔子／作

はた こうしろう／絵

プレゼント「いないいないバアのおりがみ」

日付
8/7（土）

内

容

実施者：職員
『すいか』 （福音館書店）
ひらやま えいぞう・さく
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『すいかくんがね…』 （童心社）
とよた かずひこ／さく・え
♪手遊び「ひげじいさん」
♪手遊び「ちゃつぼ」
『おっきょちゃんとかっぱ』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

降矢

奈々／絵

ストーリーテリング 「エパミナンダス」
『おはなしのろうそく 1』より 東京子ども図書館／編
8/14（土）

実施者：職員・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
『スダジイのなつ』 （ひさかたチャイルド）
谷口 国博／文

村上 康成／絵

『かかかかか』 （偕成社）
五味 太郎／作
『はちうえはぼくにまかせて』 （ペンギン社）
ジーン・ジオン／さく
り

マーガレット・ブロイ・グレアム／え

ひさし／やく
ストーリーテリング 「若返りの水」
『子どもに語る日本の昔話 3』より こぐま社

も

日付
8/15（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『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

『だれかいるの？』 （ポプラ社）
マイケル・グレイニエツ／さく

ほその あやこ／やく

『ボートがしずんだの、だれのせい？』 （あすなろ書房）
パメラ・アレン／作

ゆあさ ふみえ／訳

『ねずみのかいすいよく』
山下 明生／作

（ひさかたチャイルド）

岩村 和朗／絵

ストーリーテリング 「ぐうたらくまさんすいかをかいに」
『ライオンとやぎ』より
8/21（土）

ユネスコ・アジア文化センター／編

実施者：職員・ボランティア
『おはようひまわりくん』

（ブッキング）

てらむら てるお／ぶん

ただ ひろし／え

『まちのねずみといなかのねずみ』 （童話館出版）
イソップ／〔原作〕

ポール・ガルドン／え

♪手遊び「いっぽんばし」
『ボートにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
『せんたくかあちゃん』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
ストーリーテリング 「団子むこ」
『子どもに語る日本の昔話』より こぐま社

木島 始／やく

日付
8/22（日）

内

容

実施者：職員
『むしむしだあれ？』 （童心社）
今森 光彦／さく

今森

洋輔／え

『ちいさなき』 （福音館書店）
神沢 利子／ぶん

高森

登志夫／え

『わにわにのおでかけ』 （福音館書店）
小風 さち／ぶん

山口

マオ／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

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』より 東京子ども図書館／編
8/29（日）
11：00～11：30

実施者：職員・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
『へそもち』 （福音館書店）
渡辺 茂男／さく

赤羽

末吉／え

『あおいふうせん』 （小学館）
ミック・インクペン／作

角野 栄子／訳

『ろばのトコちゃんおやすみなさい』 （ほるぷ出版）
ベネディクト・ゲティエ／さく
ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』より 三省堂
8/29（日）
15：00～15：30

実施者：職員
『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〕

『みどりのホース』 （福音館書店）
安江 リエ ぶん

やぎゅう げんいちろう え

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）
しんぐう すすむ／さく
『かにのニカ』 （福音館書店）
野坂 勇作／さく
ストーリーテリング 「お月さまの話」
『おはなしのろうそく 25』より 東京子ども図書館／編

日付
9/4（土）

内

容

実施者：ボランティア
『ツバメのたび』 （偕成社）
鈴木 まもる／作・絵
『おひさまがいっぱい』 （童心社）
よだ じゅんいち／詩

ほりうち せいいち／画

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店）
小西 英子／さく
『はっぱじゃないよぼくがいる』 （アリス館）
姉崎 一馬／文・写真
『まんまるおつきさまをおいかけて』 （福音館書店）
ケビン・ヘンクス／作・絵
9/11（土）

小池 昌代／訳

実施者：ボランティア
『メエメエさんとくろやぎくん』 （金の星社）
ささ やすゆき／作・絵
『１００００００ぼんのブナの木』 （ひかりのくに）
塩野 米松／文

村上 康成／絵

♪手遊び「ぐーちょきぱー」
『やまこえのこえかわこえて』 （福音館書店）
こいで やすこ／さく
『そらまめくんのベッド』

（福音館書店）

なかや みわ／さく・え
ストーリーテリング 「団子むこ」
『子どもに語る日本の昔話』より こぐま社

日付
9/18（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『みんなおなじでもみんなちがう』 （福音館書店）
奥井 一満／文

得能 通弘／写真

『つきよ』 （教育画劇）
長

新太／さく

『タンタンのずぼん』 （偕成社）
いわむら かずお 作
『だってだってのおばあさん』 （フレーベル館）
佐野 洋子／さく・え
9/19（日）

実施者：職員・ボランティア
『なにたべてるの？』 （アリス館）
いちかわ けいこ／文

たかはし かずえ／絵

『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

たなべ しげお／やく
『かいじゅうたちのいるところ』 （冨山房）
モーリス・センダック さく

じんぐう てるお

やく

『スイミー』 （好学社）
レオ・レオニ／〔作〕

谷川 俊太郎／訳

ストーリーテリング 「お月さまの話」
『おはなしのろうそく 25』より 東京子ども図書館／編
9/23（木・祝） 実施者：職員
『お月さまってどんなあじ？』 （セーラー出版）
ミヒャエル・グレイニェク／絵と文

いずみ ちほこ／訳

♪手遊び「おつきさまえらいの」
『つきよのおんがくかい』
山下 洋輔／文

（福音館書店）

柚木 沙弥郎／絵

『おひさまいろのきもの』

（福音館書店）

広野 多珂子／作・絵
ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』より 三省堂

わ

日付
9/26（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『オレ・ダレ』 （講談社）
越野 民雄／文

高畠 純／絵

『よわむしらいおん』 （徳間書店）
八木田 宜子／文

長 新太／絵

『にゃんきっちゃん』 （福音館書店）
岩合 日出子／ぶん

岩合 光昭／しゃしん

『だってだってのおばあさん』 （フレーベル館）
さの ようこ／作・絵
ストーリーテリング 「ヤギとコオロギ」
『子どもに語るイタリアの昔話』より こぐま社

