日付
11/6（土）

内

容

実施者：ボランティア
『どんどこどん』
『こどものとも・年少版 2008 年 10 月号』
（福音館書店）
和歌山 静子／作
『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

『ふゆののはらで －かれくさつみ』 （福音館書店）
あきやま じゅんこ〔さく〕
『やまからのてがみ』 （フレーベル館）
千世 繭子／作
11/7（日）

高野 紀子／絵

実施者：ボランティア
♪手遊び「どんぐりのてあそび」
『絵本 のはらうた』 （童話屋）
くどう なおこ／し

いけずみ ひろこ／え

『でんきのでばん』
『ちいさなかがくのとも 2010 年 10 月号』より 福音館書店
小野寺 悦子／ぶん

小林 孝亘／え

『ろくべえ まってろよ』
灰谷 健次郎／作

（文研出版）

長 新太／絵

♪手遊び「茶つぼ」
『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 「なら梨とり」
『子どもに語る日本の昔話 3』
（こぐま社）より
11/13（土）

実施者：職員・ボランティア
『うずらちゃんのかくれんぼ』 （福音館書店）
きもと ももこ／さく
『もぐらのバイオリン』 （ポプラ社）
デイビッド・マクフェイル／作・絵

野中 ともそ／訳

『こいぬと１０ぴきのおばけ』 （ひかりのくに）
にしかわ おさむ／作・絵
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
11/20（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『わにわにのおふろ』 （福音館書店）
小風 さち／ぶん

山口

マオ／え

『ぶたのたね』 （絵本館）
佐々木 マキ／作
『ぼくのくれよん』 （講談社）
長

新太／おはなし・え

『コッコさんのかかし』 （福音館書店）
片山 健／〔作〕
ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』
（三省堂）より
11/21（日）

実施者：職員・ボランティア
『はっぱじゃないよぼくがいる』 （アリス館）
姉崎 一馬／文・写真
『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

『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

『やきいもの日』 （徳間書店）
村上 康成／作・絵
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』
（実業之日本社）より
11/23（火・祝） 実施者：ボランティア
『タンゲくん』 （福音館書店）
片山 健／〔作〕
『ころわんとりーりー』 （ひさかたチャイルド）
間所 ひさこ／作

黒井

健／絵

『おりがみのはらであそびましょ』 （小学館）
あまん きみこ／さく

南塚 直子／え

『ゴリラのパンやさん』 （金の星社）
白井 三香子／作

渡辺

あきお／絵

日付
11/28（日）

内

容

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

『やまのおふろやさん』 （ひさかたチャイルド）
とよた かずひこ／さく・え
『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
ストーリーテリング 「ゆきんこ」
『ストーリーテリングについて』（子ども文庫の会）より
12/4（土）

実施者：ボランティア
『ゆきうさぎのちえ』 （リブリオ出版）
手島 圭三郎／作・絵
『おやつのケーキはひとつだけ？』 （ポプラ社）
竹下 文子／さく

鈴木

まもる／え

『サンタのおまじない』 （富山房）
菊地 清／作・絵
♪音楽「りんごの気持ち」
『りんごのおじさん』 （ハッピーオウル社）
竹下 文子／文

鈴木 まもる／絵

♪音楽「りんごの気持ち」
12/5（日）

実施者：ボランティア
『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

ペープサート『にんじんさんがあかいわけ』
松谷 みよ子／ぶん

（童心社）

ひらやま えいぞう／え

『やまのおふろやさん』 （ひさかたチャイルド）
とよた かずひこ／さく・え
『おふろ』 （福音館書店）
山元 護久／ぶん

加藤

晃／え

『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄／さく

日付
12/11（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『たこのぼうやがついてきた』 （小峰書店）
ダン・ヤッカリーノ／さく

きやま かすみ／やく

『ふゆのおばけ』 （金の星社）
せな けいこ／作・絵
『しりとりあそびあか・みどり・き』 （小学館）
星川 ひろ子・星川 治雄／著
『きょうりゅうがすわっていた』 （福音館書店）
市川 宣子／作

矢吹 申彦／絵

ストーリーテリング 「びんぼうこびと」
『おはなしのろうそく 26』
（東京子ども図書館）より
12/18（土）

実施者：職員・ボランティア
『やまのおふろやさん』 （ひさかたチャイルド）
とよた かずひこ／さく・え
『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

♪手遊び「いっぽんばし」
『ぽっかぽかだいすきおさるさん』 （ポプラ社）
福田 幸広／写真・文
『こびとのくつや』 （西村書店）
バーナデット・ワッツ／絵

ささき たづこ／訳

ストーリーテリング 『きこりとおおかみ』

12/19（日）

実施者：職員・ボランティア
『へんてこへんてこ』 （佼成出版社）
長

新太／さく

『ニニロのおとしもの』 （教育画劇）
いとう ひろし／さく
『ふゆはふわふわ』 （小学館）
五味 太郎／作
『ぐりとぐらのおきゃくさま』 （福音館書店）
中川 李枝子／さく

山脇 百合子／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

12/23（木・祝） 実施者：職員
『みどりのほん』 （文化出版局）
五味 太郎／作
『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

『ゆきのかたち』 （ひさかたチャイルド）
高橋 健司／監修

片野

隆司／写真撮影

『くんちゃんとふゆのパーティー』 （ペンギン社）
ドロシー・マリノ さく

あらい ゆうこ やく

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）より
12/26（日）

実施者：職員・ボランティア
『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
『てぶくろ』 （福音館書店）
エフゲーニ・ラチョフ／え
『ふゆめがっしょうだん』
長

新太／文

うちだ りさこ／やく
（福音館書店）

冨成 忠夫・茂木 透／写真

『ハリーのセーター』 （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 「とうふとこんにゃく」
『日本の昔話 5』
（福音館書店）より
1/8（土）

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

『てぶくろがいっぱい』 （偕成社）
フローレンス・スロボドキン／文
ルイス・スロボドキン／絵

三原 泉／訳

『ふくろうとにわとり』 （すずき出版）
唯野 元弘／文

毛利 将範／絵

日付
1/15（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『ゆきがふるよ ねこがいるよ』 （教育画劇）
ごうだ つねお／さく
『ゆきをしらないこねこのおはなし』 （あすなろ書房）
エリック・ローマン／作

長滝谷 富貴子／訳

『そよそよとかぜがふいている』 （教育画劇）
長

新太／さく

『おむすびころりん』 （童心社）
松谷 みよ子／〔著〕

長野 ヒデ子／〔画〕

ストーリーテリング 「干支のはじまり」
『子どもに語る日本の昔話３』（こぐま社）より
1/16（日）

実施者：職員
♪「もちっこやいて」
『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
『てぶくろ』 （福音館書店）
エウゲーニ・ラチョフ／え

うちだ りさこ／やく

『くまのコールテンくん』

（偕成社）

ドン・フリーマン／さく

まつおか きょうこ／やく

ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』
（三省堂）より
1/22（土）

実施者：ボランティア
『仔牛の春』 （偕成社）
五味 太郎／作
『てっちゃんけんちゃんとゆきだるま』 （福音館書店）
おくやま たえこ／さく・え
『ワニぼうのゆきだるま』

（文渓堂）

内田 麟太郎／文

純／絵

高畠

『かちかちやま』 （福音館書店）
おざわ としお／再話

赤羽 末吉／画

ストーリーテリング 「ゆきんこ」
『ストーリーテリングについて』
（子ども文庫の会）より

日付
1/30（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『まいごになったぞう』 （偕成社）
てらむら てるお／ぶん

むらかみ つとむ／え

『きょうはなんのひ？』 （福音館書店）
瀬田 貞二／作

林 明子／絵

『チョコレートパン』 （福音館書店）
長

新太／さく
ストーリーテリング 「小さな赤いセーター」
『おはなしのろうそく８』（東京子ども図書館）より

2/5（土）

実施者：職員
『なりました』 （すずき出版）
内田 麟太郎／作

山口

マオ／絵

『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

『コッコさんのおみせ』 （福音館書店）
片山 健／さく・え
『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

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』（こぐま社）より
2/6（日）

実施者：ボランティア
『うさちゃん』
瀬名

（童心社）

恵子／作・はり絵

『だるまさんが』
かがくい

ひろし／さく

『だるまさんの』
かがくい

（ブロンズ新社）

（ブロンズ新社）

ひろし／さく

『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
・うちわとヤツデの葉（実物を見比べる）
♪「だるまさん」
（にらめっこ）
・折り紙

ヘリコプター（小）

・プレゼント ヘリコプター（大）

日付

内

容

2/1１（金・祝） 実施者：職員
『とうふさんがね・・・』

（童心社）

とよた かずひこ／さく・え
『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

『三びきのくま』 （偕成社）
レフ・トルストイ／さく

ウラジミル・レーベデフ／絵

うちだ りさこ／やく
『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 よしもと／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』（東京子ども図書館）より
2/12（土）

実施者：職員・ボランティア
『14 ひきのぴくにっく』

（童心社）

いわむら かずお／さく
『はじめてのおつかい』
筒井 頼子／さく

（福音館書店）

林 明子／え

『わゴムはどのくらいのびるかしら？』
マイク・サーラー／ぶん

（ほるぷ出版）

ジェリー・ジョイナー／え

きしだ えりこ／やく
『チョコレートだいすき』

（ひさかたチャイルド）

ストーリーテリング 「りすとてぶくろと針」
『子どもに語る北欧の昔話』
（こぐま社）より
2/19（土）

実施者：職員・ボランティア
『おやまごはん』 （偕成社）
西内 ミナミ／さく

和歌山 静子／え

『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
『だって春だもん』 （アリス館）
小寺 卓矢／写真・文
♪「グーチョキパーでなにつくろう」
『ハリーのセーター』 （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 「かしこいポリーとまぬけなオオカミ」
『かしこいポリーとまぬけなおおかみ』（金の星社）より

日付
2/20（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
「ねむたいねむたいももんがたち」
『ちいさなかがくのとも 20０４年２月号』より （福音館書店）
あかし のぶこ／さく
『きみの町に星をみているねこはいないかい？』 （架空社）
えびな みつる／〔作〕
『ぶひぶひこぶたものがたり』 （ひさかたチャイルド）
かさい まり／さく・え
『こんたのおつかい』 （徳間書店）
田中 友佳子／作・絵
ストーリーテリング 「あなのはなし」
『おはなしのろうそく１４』
（東京子ども図書館）

2/27（土）

実施者：職員
♪「おはなし会のうた」
『せんろはつづく』 （金の星社）
竹下 文子／文

鈴木 まもる／絵

『ちいさなねこ』 （福音館書店）
石井 桃子／さく

横内

襄／え

『ジオジオのかんむり』 （福音館書店）
岸田 衿子／さく

中谷

千代子／絵

『マーシャとババヤガーのおおきなとり』 （ひさかたチャイルド）
宮川 やすえ／文

太田

大八／絵

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）

日付
3/5（土）

内

容

実施者：ボランティア
『とらっく』 （金の星社）
バイロン・バートン／さく・え

こじま まもる／やく

「みつけた！」
『こどものとも・年少版 2005 年 3 月号』より （福音館書店）
甲斐 信枝／作
『ずいとんさん』 （福音館書店）
日野 十成／再話

斎藤

隆夫／絵

『だいどころにもはるがきた』 （福音館書店）
島津 和子／さく
「じーっと じっーと」
『ちいさなかがくのとも 2006 年 5 月号』より （福音館書店）
あかし のぶこ／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
石井 桃子／訳

堀内 誠一／画

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）
3/6（日）

実施者：職員・ボランティア
『みかん』 （ブッキング）
なかがわ りえこ／ぶん

やまわき ゆりこ／え

『くんちゃんのはたけしごと』 （ペンギン社）
ドロシー・マリノ／さく

まさき るりこ／やく

『だいどころにもはるがきた』 （福音館書店）
島津 和子／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
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』（東京子ども図書館）

日付
3/12（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『うずらちゃんのかくれんぼ』 （福音館書店）
きもと ももこ／さく
『ぐるんぱのようちえん』
西内 みなみ／さく

（福音館書店）

堀内 誠一／え

『どうぶつたちのオーケストラ』 （講談社）
イーロー・オーリンズ／文

ティボル・ゲルゲイ／絵

小池 昌代／訳
『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 「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
3/19（土）

実施者：職員
『なぞなぞなーに はるのまき』 （福音館書店）
いまき みち／さく・え
『きいろいのはちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
♪「グーチョキパーでなにつくろう」
『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

『すえっこおおかみ』 （あすなろ書房）
ラリー・デーン・ブリマー／ぶん
ホセ・アルエゴ、アリアンヌ・デューイ／え
まさき るりこ／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
3/20（日）

実施者：職員・ボランティア
『ファーディのはる』 （理論社）
ジュリア・ローリンソン／さく

ティファニー・ビーク／え

木坂 涼／やく
『ケーキができたわけ』 （女子パウロ会）
さとう わきこ／文・絵
『こんたのおつかい』 （徳間書店）
田中 友佳子／作・絵
『もぐらバス』 （偕成社）
佐藤 雅彦／原案

うちの ますみ／文・絵

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）

日付
3/27（日）

内

容

実施者：職員
『さんぽのしるし』 （福音館書店）
五味 太郎／作
『ひみつだから！』 （岩崎書店）
ジョン・バーニンガム／ぶん・え

福本 友美子／やく

『ふうとはなとうし』 （童心社）
いわむら かずお／さく
ストーリーテリング 「小さな赤いセーター」
『おはなしのろうそく１8』（東京子ども図書館）より

