日付
4/2（土）

内

容

実施者：職員
『仔牛の春』 （偕成社）
五味 太郎／作
『いただきます』 （偕成社）
七尾 純／文 久保 秀一／写真
『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

『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 「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
4/9（土）

実施者：職員・ボランティア
『こんにちは いぬ』 （あかね書房）
きたやま ようこ／作
『コンタのおつかい』 （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

『コッコさんのともだち』 （福音館書店）
片山 健／さく・え
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』（東京子ども図書館）より
4/10（日）

実施者：ボランティア
『そらはさくらいろ』 （ひかりのくに）
村上 康成／作・絵
『ぼくそらをさわってみたいんだ』 （ポプラ社）
さとう わきこ／作

岩井田 治行／絵

『あしたのてんきははれ？くもり？あめ？』 （福音館書店）
野坂 勇作／さく
『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

『てんぐだいこ』 （偕成社）
神沢 利子／文

赤羽 末吉／絵

ストーリーテリング 「アナンシと五」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より

日付
4/16（土）

内

容

実施者：ボランティア
『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
『うえきばちです』 （ＢＬ出版）
川端 誠／作
『たんぽぽ』 （金の星社）
甲斐 信枝／作・絵
本の紹介
『たんぽぽ』
『たねがとぶ』
『だいどころにもはるがきた』
『いしころ』 （文研出版）
森

宏詞／作

京田 信太良／絵

平光 紀雄／撮影

『とってもとってもあいたいの！』 （フルーベル館）
シムズ・タバック／作

木坂 涼／訳

『ふくろのなかにはなにがある？』 （ほるぷ出版）
ポール・ガルドン／再話・絵

こだま ともこ／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
4/17（日）

実施者：ボランティア
『あれあれなんだろな？』

（キッズレーベル）

すぎはら けいたろう／さく
『がまどん さるどん』 （童話館出版）
大江 和子／文

太田 大八／絵

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）
しんぐう すすむ／さく
『ふくろのなかにはなにがある？』 （ほるぷ出版）
ポール・ガルドン／再話・絵

こだま ともこ／訳

『ウラパン・オコサ 』 （童心社）
谷川 晃一／作

日付
4/23（土）

内

容

実施者：職員
『コッコさんのともだち』 （福音館書店）
片山 健／さく・え
『どろんこ』 （福音館書店）
長谷川 摂子／ぶん

英

伸三／写真

『ニニロのおとしもの』 （教育画劇）
いとう ひろし／さく
♪「グーチョキパーでなにつくろう」
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』（東京子ども図書館）より
4/24（日）

実施者：職員
『カラスのはてな？』 （福音館書店）
からさわ こういち／さく

たにうち つねお／え

『ありがとうへんてこライオン』 （小学館）
長

新太／作

『ぞうって、こまっちゃう』 （徳間書店）
クリス・リデル／作・絵

たなか かおるこ／訳

本の紹介
『このはなだれの？』
『ほんとのおおきさ動物園』
『もっと！ほんとのおおきさ動物園』
『こすずめのぼうけん』 （福音館書店）
ルース・エインズワース／さく
石井 桃子／訳

堀内 誠一／画

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
4/29（金・祝） 実施者：ボランティア
ストーリーテリング 「鳥呑爺」
『日本昔話百選』
（三省堂）より
『ことりのうち』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
『チュンタのあしあと』 （あかね書房）
おくはら ゆめ／作
『ダチョウのくびはなぜながい』 （冨山房）
ヴァーナ・アーダマ／文
まつおか きょうこ／訳

マーシャ・ブラウン／絵

日付
4/30（土）

内

容

実施者：職員
『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

『そらいろのたね』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／文

おおむら ゆりこ／絵

『おおきくなりたいこりすのもぐ』 （福音館書店）
征矢 清／ぶん

夏目 義一／え

『ジオジオのかんむり』 （福音館書店）
岸田 衿子／作

中谷 千代子／画

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
5/1（日）

実施者：職員
『いちご』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『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

『もりのおやつやさん』 （学研）
とりごえ まり／作
『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

ストーリーテリング 「元気な仕立て屋」
『イギリスとアイルランドの昔話』（福音館書店）より
5/3（火・祝）

実施者：職員
『こぶたたんぽぽぽけっととんぼ』 （こぐま社）
馬場 のぼる／作
『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

♪手遊び「ねずみのたいそう」
『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

『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 「あなのはなし」
『おはなしのろうそく４』（東京子ども図書館）より

日付
5/4（水・祝）

内

容

実施者：職員
『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

『たねがとぶ』 （福音館書店）
甲斐 信枝／さく
『せんろはつづく』 （金の星社）
竹下 文子／文

鈴木 まもる／絵

『こんとあき』 （福音館書店）
林

明子／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

5/5（木・祝）

実施者：職員
『ひとつたくさん』 （福音館書店）
長野 博一／さく・え
『なんでもふたつ』 （評論社）
リリー・トイ・ホン／さいわ・え

せき みふゆ／やく

『ウラパン・オコサ』 （童心社）
谷川 晃一／作
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
5/7（土）

実施者：ボランティア
『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

『ももたろう』 （福音館書店）
まつい ただし／ぶん

あかば すえきち／え

『そらまめくんとめだかのこ』 （福音館書店）
なかや みわ／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

♪「グーチョキパーでなにつくろう」

日付
５/8（日）

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
『ちょうちょはやくこないかな』 （福音館書店）
甲斐 信枝／さく
『たんぽぽ』 （金の星社）
甲斐 信枝／作・絵
♪「たんぽぽ」 おりがみ工作をつかって
『ちょっとだけ』 （福音館書店）
滝村 有子／さく

鈴木

永子／え

『くろねこかあさん』 （福音館書店）
東

君平／さく

『くわずにょうぼう』 （福音館書店）
稲田 和子／再話
5/14（土）

赤羽 末吉／画

実施者：職員・ボランティア
『なーんだ なんだ』 （童心社）
カズコ Ｇ・ストーン／さく
「パンダにあった」
『かがくのとも 2008 年 7 月号』より （福音館書店）
岩合 光昭／写真・文
『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

『ともだちになろうよ』 （アリス館）
中川 ひろたか／さく

ひろかわ さえこ／え

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
5/15（日）

実施者：ボランティア
『ふわふわくもパン』 （小学館）
ペク ヒナ／文と絵
星

キム ヒャンス／写真

あキラ、キム ヨンジョン／共訳

『ペレのあたらしいふく』 （福音館書店）
エルサ・ベスコフ／文・絵

おのでら ゆりこ／訳

『でんしゃにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
ストーリーテリング 「赤ずきん」
『子どもに語るグリムの昔話 5』（こぐま社）より

日付
5/21（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『たんたんぼうや』 （福音館書店）
かんざわ としこ／ぶん

やぎゅう げんいちろう／え

『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

『くわずにょうぼう』 （佼成出版社）
谷

真介／文

赤坂 三好／絵

『ジオジオのかんむり』 （福音館書店）
岸田 衿子／作

中谷 千代子／画

『ねえ、どれがいい？』 （評論社）
ジョン・バーニンガム／さく

まつかわ まゆみ／やく

『はなをほじほじいいきもち』 （偕成社）
ダニエラ・クロート‐フリッシュ／さく
たかはし ようこ／やく
5/22（日）

実施者：職員
『おさんぽおさんぽ』 （福音館書店）
ひろの たかこ／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
『みずたまレンズ』 （福音館書店）
今森 光彦／さく
『バルボンさんのおさんぽ』 （アリス館）
とよだ 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 「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

5/28（土）

実施者：ボランティア
「ちいさいみどりのはこ」
『こどものとも年中向き 2009 年 11 月号』より （福音館書店）
岡井 美穂／さく
『あしたうちにねこがくるの』 （講談社）
石津 ちひろ／文

ささめや ゆき／絵

『あかあおふたりで』 （福音館書店）
Ｕ．Ｇ．サトー／さく
『壺の中』 （童話屋）
安野 雅一郎／作

安野 光雅／絵

ストーリーテリング 「ひなどりとネコ」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より

日付
5/29（日）

内

容

実施者：職員
『ね、ぼくのともだちになって！』 （偕成社）
エリック・カール／作
『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

『ながいながいすべりだい』 （偕成社）
長

新太／さく

『どうながのプレッツェル』 （福音館書店）
マーグレット・レイ／ぶん

Ｈ・Ａ・レイ／え

わたなべ しげお／やく
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
6/11（土）

実施者：職員
『ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん』 （福音館書店）
中林 影／さく
『おつかい』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく
♪「グーチョキパーでなにつくろう」
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『くさる』 （福音館書店）
なかの ひろたか／さく
本の紹介
『ミミズのふしぎ』
ストーリーテリング 「アナンシと五」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より

6/12（日）

実施者：職員
『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

『うしろにいるのだあれ みずべのなかま』 （新風舎）
ふくだ としお／さく
『ペレのあたらしいふく』 （福音館書店）
エルサ・ベスコフ／文・絵

おのでら ゆりこ／訳

『もしもぼくのせいがのびたら』 （こぐま社）
にしまき かやこ／さく
♪「グーチョキパーでなにつくろう」
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
6/18（土）

内

容

実施者：ボランティア
『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
『おじさんのかさ』 （講談社）
佐野 洋子／作・絵
『あおいかさ』 （教育画劇）
いしい つとむ／作・絵
『あめあがり』 （小峰書店）
きむら ゆういち／文

6/19（日）

梶山 俊夫／絵

実施者：職員・ボランティア
『あめかな！』 （福音館書店）
Ｕ. Ｇ. サトー／さく
『あめのひのおはなし』 （小峰書店）
かこ さとし／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
『あめふり』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
本の紹介
『あしたのてんきははれ？くもり？あめ？』
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

6/2５（土）

実施者：職員・ボランティア
『バルボンさんのおさんぽ』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
『けえろがいけ』 （教育画劇）
木曽 秀夫／作・絵
『やぶかのはなし』 （福音館書店）
栗原 毅／ぶん

長 新太／え

『たま、またたま』 （アリス館）
星川 ひろ子／著

星川

治雄／著

ストーリーテリング 「トウモロコシどろぼう」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より

日付
6/26（日）

内

容

実施者：ボランティア
『コッコさんとあめふり』 （福音館書店）
片山 健／さく・え
『ぼくのながぐつ』

（福音館書店）

笠野 祐一／さく
『おさんぽ おさんぽ』

（福音館書店）

ひろの たかこ／さく
『雨の日のふたり』 （アリス館）
とりごえ まり／著
ストーリーテリング 「アナンシと五」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より
7/2（土）

実施者：職員・ボランティア
「いつのまにかのまほう」
『ちいさなかがくのとも 2005 年 7 月号』より （福音館書店）
大橋 政人／ぶん

小野 かおる／え

『あかちゃんがやってきた』 （福音館書店）
角野 栄子／作

はた こうしろう／絵

『あめふりあっくん』 （佼成出版社）
浜田 桂子／著
『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
『みず』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

英 伸三／写真

『かさの女王さま』 （セーラー出版）
シリン・イム・ブリッジズ／文

ユ テウン／絵

松井 るり子／訳
7/3（日）

実施者：職員
『おひるねこねこ』 （福音館書店）
金尾 恵子／さく
『はたけづくり』 （福音館書店）
なとり ちづ／文

おおとも やすお／絵

『やさい』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『ちいさなたいこ』 （福音館書店）
松岡 享子／さく

秋野 不矩／え

ストーリーテリング 「トウモロコシどろぼう」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より

日付
7/9（土）

内

容

実施者：職員
『かさかしてあげる』 （福音館書店）
こいで やすこ／さく
『ぼくのえんそく』 （岩崎書店）
穂高 順也／作

長谷川

義史／絵

「あのくもなあに？」
『ちいさなかがくのとも 2011 年 7 月号』より （福音館書店）
富安 陽子／ぶん

山村 浩二／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
『ふしぎなたいこ』 （岩波書店）
石井 桃子／ぶん
7/10（日）

清水

崑／え

実施者：職員
『このはな なにに にてるかな』 （福音館書店）
甲斐 信枝／さく
『そらいろのたね』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／文

おおむら ゆりこ／絵

『あさがおさいた』 （ひさかたチャイルド）
片野 隆司／写真撮影
『はちうえはぼくにまかせて』 （ペンギン社）
ジーン・ジオン／ぶん

マーガレット・ブロイ・グレアム／え

もり ひさし／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』（東京子ども図書館）より
7/16（土）

実施者：職員
♪「のびのび～」
『まるくて おいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ／さく
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『月のみはりばん』 （偕成社）
とりごえ まり／作・絵
♪「グーチョキパーでなにつくろう」
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』（東京子ども図書館）より

日付
7/17（日）

内

容

実施者：職員
♪「のびのびのび～」
『みず』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

英 伸三／写真

『およぐ』 （福音館書店）
なかの ひろたか／さく
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
ストーリーテリング 「アナンシと五」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より
7/23（土）

実施者：ボランティア
『うしろにいるのだあれ ～みなみのしまのなかまたち～ 』
（幻冬舎）
ａｃｃｏｔｏｔｏ／著（ふくだ としお ＋ あきこ）
『ひとくちぱくり』 （文渓堂）
木曽 秀夫／さく・え
『オレンジいろのビーチサンダル』 （福音館書店）
市川 宣子／作

菅野 由貴子／絵

『うみへいくピン・ポン・バス』 （偕成社）
竹下 文子／作
7/24（日）

鈴木 まもる／絵

実施者：職員・ボランティア
『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

『ジャイアントジャムサンド』 （アリス館牧新社）
ジョン・ヴァーノン・ロード／ぶん・え
安西 徹雄／やく
『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

『7 日だけのローリー』 （学研）
片山 健／作
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』（こぐま社）より

日付
7/31（日）

内

容

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
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『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

『かかかかか』 （偕成社）
五味 太郎／さく
『とこちゃんうみへいく』 （福音館書店）
織茂 恭子／さく
♪「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』（東京子ども図書館）より
8/6（土）

実施者：職員
スライド
『ともだち』 （講談社）
太田 大八／作・絵
『ともだちのしるしだよ』 （岩崎書店）
カレン・リン・ウィリアムズ、カードラ・モハメッド／作
ダーグ・チャーカ／絵

小林 葵／訳

♪「大きな栗の木の下で」
『8 月 6 日のこと』 （ハモニカブックス）
中川 ひろたか／文
8/7（日）

長谷川 義史／絵

実施者：ボランティア
『まちんと』 （偕成社）
松谷 みよ子／文

司 修／絵

『かあさんのうた』 （ポプラ社）
大野 允子／文

山中 冬児／絵

『ふくろのなかにはなにがある？』 （ほるぷ出版）
ポール・ガルドン／再話・絵

こだま ともこ／訳

『ぼくとかれんのかくれんぼ』 （くもん出版）
あき びんご／作

日付
8/13（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『ねこのはなびや』 （フルーベル館）
渡辺 有一／作
『もりのがっしょうだん』 （教育画劇）
たかどの ほうこ／作

飯野 和好／絵

『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

ストーリーテリング 「元気な仕立て屋」
『イギリスとアイルランドの昔話』（福音館書店）より
8/14（日）

実施者：職員
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）
しんぐう すすむ／さく
『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

ストーリーテリング 「ねことねずみ」
『おはなしのろうそく 21』（東京子ども図書館）より
8/20（土）

実施者：職員
『くだものだもの』 （福音館書店）
石津 ちひろ／文

山村 浩二／絵

『アボカド・ベイビー』 （ほるぷ出版）
ジョン・バーニンガム／作

青山 南／訳

『きょうはこどもをたべてやる！』 （ほるぷ出版）
シルヴィアン・ドニオ／文

ドロテ・ド・モンフレッド／絵

ふしみ みさを／訳
『みんなうんち』 （福音館書店）
五味 太郎／さく
『バナナです』 （文化出版局）
川端 誠／作
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

日付
8/21（日）

内

容

実施者：ボランティア
『さる・るるる』 （絵本館）
五味 太郎／作・画
『おおきくなったよ さるのあかちゃん』 （ひさかたチャイルド）
さえぐさ ひろこ／ぶん

松成 由起子／写真

『さるじぞう』 （ほるぷ出版）
鈴木 喜代春／ぶん

北島 新平／え

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』（東京子ども図書館）より
8/27（土）

実施者：職員・ボランティア
『どうぶつしりとりえほん』 （岩崎書店）
薮内 正幸／作
『なにをかこうかな』 （文化出版局）
マーグレット ＆ Ｈ・Ａ・レイ／作
中川 健蔵／訳
『とべバッタ』 （偕成社）
田島 征三／作
『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
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』
（こぐま社）より
8/28（日）
※11：00～11：30

実施者：ボランティア
『とこちゃん うみへいく』 （福音館書店）
織茂 恭子／さく
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『はじめてのおつかい』 （福音館書店）
筒井 頼子／さく

林 明子／え

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』（東京子ども図書館）より

日付
8/28（日）
※15：00～15：30

内

容

実施者：職員・ボランティア
『ちいさなくれよん』 （金の星社）
篠塚 かをり／作

安井 淡／絵

『みず ちゃぽん』 （童心社）
新井 洋行／さく
『バルボンさんのおでかけ』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
『おおきなかえるティダリク』 （福音館書店）
加藤 チャコ／再話・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）より
9/3（土）

実施者：ボランティア
『からだがかゆい』 （福音館書店）
岩合 日出子／ぶん

岩合 光昭／しゃしん

『つきのよるのものがたり』 （ひさかたチャイルド）
かさい まり／作

黒井 健／絵

『とらとほしがき』 （光村教育図書）
パク ジェヒョン／再話・絵

おおたけ きよみ／訳

『月のみはりばん』 （偕成社）
とりごえ まり／作・絵
『よるのとこやさん』 （フルーベル館）
垣内 磯子／作
9/4（日）

村田 エミコ／絵

実施者：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
『わにがわになる』 （こぐま社）
多田 ヒロシ／著
『おさるのジョージとしょかんへいく』 （岩波書店）
Ｍ．レイ／原作

マーサ・ウェストン／画

福本 友美子／訳
『かちかちやま』 （福音館書店）
おざわ としお／再話

赤羽 末吉／画

♪「大きな栗の木の下で」
『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

日付
9/10（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『どうぶつしりとりえほん』 （岩崎書店）
藪内 正幸／さく
『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

『たかいたかいらいおん』
八木田 宜子／文

（徳間書店）

長 新太／絵

『やねのうえのもも』 （童心社）
織茂 恭子／作
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』（東京子ども図書館）より
9/11（日）

実施者：ボランティア
本の紹介
『ちいさなてのひらずかん 1』
『タンタンのハンカチ』 （偕成社）
いわむら かずお／作
『タンタンのぼうし』 （偕成社）
いわむら かずお／作
『まんげつダンス！』 （福音館書店）
パット・ハッチンス／さく・え

なかがわ ちひろ／やく

♪「ぐーぱー」
『まり』 （クレヨンハウス）
谷川 俊太郎／文

広瀬

弦／絵

『タンタンのずぼん』 （偕成社）
いわむら かずお／作
9/17（土）

実施者：職員
『たたくとぽん』 （あかね書房）
寺村 輝夫／さく

和歌山 静子／え

『つきよのキャベツくん』 （文研出版）
長

新太／さく

『かにのニカ』 （福音館書店）
野坂 勇作／さく
『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 「お月さまの話」
『おはなしのろうそく 25』（東京子ども図書館）より

日付
9/18（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『じゃがいもポテトくん』 （小学館）
長谷川 義史／作・絵
『とんぼのうんどうかい』 （偕成社）
かこ さとし／絵・文
『とべバッタ』 （偕成社）
田島 征三／作
『だんまりこおろぎ』 （偕成社）
エリック・カール／さく
♪「あたまかたひざぽん」

9/24（土）

実施者：職員
『なにのこどもかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき／〔著〕
『さつまのおいも』 （童心社）
中川 ひろたか／文

村上 康成／絵

『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

♪手遊び「イッチク、タッチク、タエモンサン」
『お月さまってどんなあじ？』 （セーラー社）
ミヒャエル・グレイニェク／絵と文

いずみ ちほこ／訳

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
9/25（日）

実施者：職員・ボランティア
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三／ぶん

平山 和子／え

『つきよのおんがくかい』 （福音館書店）
山下 洋輔／文

柚木 沙弥郎／絵

『おいもをどうぞ』 （ひかりのくに）
柴野 民三／原作

いもと ようこ／文・絵

『おばけやしきにおひっこし』 （光村教育図書）
カズノ・コハラ／作

石津 ちひろ／訳

ストーリーテリング 「アナンシと五」
『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より

