日付
10/2（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『おやおや、おやさい』 （福音館書店）
石津 ちひろ／文

山村

浩二／絵

『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
♪フングリ コングリ
『てをみてごらん』 （ＰＨＰ研究所）
中村 牧江／さく

林 健造／え

『おおぐいひょうたん』 （福音館書店）
吉沢 葉子／再話

斎藤

隆夫／絵

ストーリーテリング 「おいしいおかゆ」
（グリムの昔話）
『おはなしのろうそく 1』（東京子ども図書館）より
10/8（土）

実施者：職員
♪のーびのび
『まるくて おいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ／さく
『おつきさま こんばんは』 （福音館書店）
林

明子／さく

『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
『さつまのおいも』 （童心社）
中川 ひろたか／文

村上 康成／絵

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
10/9（日）

内

容

実施者：ボランティア
『しーらんぺったん』 （世界文化社）
中川 ひろたか／文

藤本 ともひこ／絵

『りんごがたべたいねずみくん』 （ポプラ社）
なかえ よしを／作

上野 紀子／絵

『バナナです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『ざぼんじいさんのかきのき』 （岩崎書店）
すとう あさえ／文

織茂 恭子／絵

『きつねとぶどう』 （金の星社）
坪田 譲治／作

いもと ようこ／絵

ストーリーテリング 「なら梨とり」
『ついでにペロリ』（愛蔵版おはなしのろうそく 3）
（東京子ども図書館）より
10/15（土）

実施者：ボランティア
『たまごをこんこんこん』

（チャイルド本社）

あかま あきこ／作・絵
♪ころころたまご
『つみきくん』 （ポプラ社）
いしかわ こうじ／作・絵
『やさいもぐもぐ』 （ひかりのくに）
ふくざわ ゆみこ／さく・え
『たのしいたてもの』 （教育画劇）
青山 邦彦／作・絵
『りんごのおじさん』 （ハッピーオウル社）
竹下 文子／文
10/16（日）

鈴木 まもる／絵

実施者：職員
『はりねずみ かあさん』
まつや さやか／ぶん

（福音館書店）
Ｍ・ミトゥーリチ／え

『まるくて おいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ／さく
『おつきさま こんばんは』 （福音館書店）
林

明子／さく

『いそがしいよる』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
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
10/22（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『びっくりまつぼっくり』 （福音館書店）
多田 多恵子／文

堀川 理万子／絵

『おべんともって』 （偕成社）
森山 今日／ぶん

片山 健／え

『つきよ』 （教育画劇）
長

新太／さく

『ヘスターとまじょ』 （小峰書店）（佑学社）
バイロン・バートン／作・絵

かけがわ やすこ／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
10/23（日）

実施者：職員・ボランティア
『えんやらりんごのき』 （偕成社）
松谷 みよ子／文

遠藤 てるよ／絵

『おまたせクッキー』 （偕成社）
パッド＝ハッチンス／さく

乾 侑美子／やく

伸び
『だいくとおにろく』 （福音館書店）
松居 直／再話

赤羽 末吉／画

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
10/29（土）

実施者：職員・ボランティア
『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
『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

木島

始／やく

『むかしむかしとらとねこは…』 （福音館書店）
大島 英太郎／文・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
10/30（日）

実施者：ボランティア
『どろんこハリー』 （福音館書店）
マーガレット・ブロイ・グレアム／え

ジーン・ジオン／ぶん

わたなべ しげお／やく
『おかえし』 （福音館書店）
村山 桂子／さく

織茂 恭子／え

『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

日付

内

容

11/3（木・祝） 実施者：職員
『しりとりあそび ちゃいろ』 （小学館）
星川 ひろ子・星川 治雄／著
『まっくろネリノ』 （偕成社）
ヘルガ・ガルラー／さく

やがわ すみこ／やく

『ガオ』 （福音館書店）
田島 征三／作
『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

本の紹介
『干し柿』
ストーリーテリング 「世界で一番きれいな声」
『おはなしのろうそく１１』
（東京子ども図書館）より
11/5（土）

実施者：ボランティア
『せんをひく』 （福音館書店）
砂岸 あろ／ことば

大倉 侍郎／せん

『まっくろネリノ』 （偕成社）
ヘルガ・ガルラー／さく

やがわ すみこ／やく

『あかいはっぱきいろいはっぱ』 （福音館書店）
ロイス・エイラト／作

阿部 日奈子／訳

♪どんぐりころころ
『どんぐりころころ』 （ひさかたチャイルド）
片野 隆司／写真撮影
『ふゆじたくのおみせ』 （福音館書店）
ふくざわ ゆみこ／作
11/6（日）

実施者：ボランティア
『ころころころ（ビッグブッグ）』 （福音館書店）
元永 定正／さく
『おだんごスープ』 （偕成社）
角野 栄子／文

市川 里美／絵

『だんごむしそらをとぶ』 （小学館）
松岡 達英／作
『さるとかに』 （銀河社）
神沢 利子／文

赤羽 末吉／絵

『きょうりゅうのおおきさ（ビッグブッグ）
』 （ひさかたチャイルド）
岡本 三紀夫／イラスト

榎本 功／写真撮影

日付
11/12（土）

内

容

実施者：職員
『おちばがおどる』 （ポプラ社）
いとう ひろし／作
『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

♪まつぼっくり、どんぐりころころ
『おつきさまこんばんは』 （福音館書店）
林

明子／さく

『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

※ちょっと休憩して、のびをする
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
11/13（日）

実施者：ボランティア
♪どんぐりどっちかな
『どんぐりころころ』 （ひさかたチャイルド）
大久保 茂徳／監修

片野 隆司／写真撮影

『ぶたのたね』 （絵本館）
佐々木 マキ／作
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『バナナのはなし（かがくのとも ２００９年４月号）』 （福音館書店）
伊沢 尚子／文

及川 賢治／絵

『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

『だれかな？だれかな？』 （福音館書店）
なかや みわ／さく
11/19（土）

実施者：ボランティア
『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

『しろくまちゃんのほっとけーき』 （こぐま社）
わかやま けん
『ざぼんじいさんのかきのき』 （岩崎書店）
すとう あさえ／文

織茂 恭子／絵

日付
11/20（日）

内

容

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

『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

『たまごさんがね…』 （童心社）
とよた かずひこ／さく・え
『おでんおんせん』 （福音館書店）
山田 ゆみ子／さく
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
11/23（水・祝） 実施者：職員
『だ～れだ？』 （新日本出版社）
ふじわら こういち／しゃしん・ぶん
『ぴっけやまのおならくらべ』 （ひさかたチャイルド）
かさい まり／文

村上 康成／絵

『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

『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 「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
11/26（土）

実施者：職員
『おおさむこさむ』 （偕成社）
遠藤 てるよ／え

松谷 みよ子／文

『てぶくろ』 （福音館書店）
エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え

うちだ りさこ／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

『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 「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

日付
11/27（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『はなさかうさぎのポッポ』 （ポプラ社）
はまち ゆりこ／作・絵
『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄／さく
『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

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
12/3（土）

実施者：職員
『どうぶつしりとりえほん』 （岩崎書店）
薮内 正幸／作
『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
『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
『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

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
12/4（日）

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
『まどから おくりもの』 （偕成社）
五味 太郎／さく
『十二支のはじまり』 （教育画劇）
岩崎 京子／文

二俣 英五郎／画

『じごくのそうべえ』 （童心社）
田島 征彦／作
12/10（土）

実施者：職員
『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店）
織茂 恭子／さく
『おはいんなさい えりまきに』 （金の星社）
角野 栄子／作

牧野 鈴子／絵

『はじめてのふゆ』 （ほるぷ出版）
ロブ・ルイス／さく

ふなと よしこ／やく

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

日付
12/11（日）

内

容

実施者：職員
『おおきなあかいりんご』 （福音館書店）
たるいし まこ／さく
『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

『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

『かぜのかみとこども』 （福音館書店）
おざわ としお／再話

佐藤 芙美／絵

♪おてぶしてぶし
ストーリーテリング 「魔法のビール」
『子どもに聞かせる世界の民話』
（実業之日本社）より
12/17（土）

実施者：職員・ボランティア
『ねこがいっぱい』 （福音館書店）
グレース・スカール／さく

やぶき みちこ／やく

『さんにんサンタ』 （絵本館）
いとう ひろし／作
♪手遊び ちゃつぼ
『サンタのおまじない』 （冨山房）
菊池 清／作・絵
『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 「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
12/18（日）

実施者：ボランティア
『くろねこかあさん』 （福音館書店）
ひがし くんぺい／さく
『おこる』 （ポプラ社）
長谷川 義史／作・絵
『てぶくろ』 （福音館書店）
エウゲーニ・Ｍ・ラチョフ／え

うちだ りさこ／やく

『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

日付

内

容

12/23（金・祝） 実施者：ボランティア
♪はじまるよったら はじまるよ
『おまえうまそうだな』 （ポプラ社）
宮西 達也／作・絵
『ばばばあちゃんのマフラー』 （福音館書店）
さとう わきこ／文・絵
『ルララとトーララ～クリスマスのプレゼント～』 （講談社）
かんの ゆうこ／ぶん

おくはら ゆめ／え

『みみかきめいじん』 （講談社）
かがくい ひろし／作
♪きよしこの夜
♪あわてんぼうのサンタクロース
♪さよなら あんころもち またきなこ
12/24（土）

実施者：職員
『みどりのほん』 （文化出版局）
五味 太郎／作
『みんなでつくったクリスマス・ツリー』 （福音館書店）
キャロライン・ベイリー／作

うえさわ けんじ／訳

こうもと さちこ／絵
『トトトのトナカイさん』 （ブロンズ新社）
長谷川 義史／作
『ドタバタ・クリスマス』 （佑学社）
スティーヴン・クロール／作

トミー・デ・パオラ／絵

岸田 衿子／訳
ストーリーテリング 「王子さまの耳は、ロバの耳」
『子どもに聞かせる世界の民話』
（実業之日本社）より
12/25（日）

実施者：ボランティア
『ふゆのあさ』 （ひかりのくに）
村上 康成／作
『てぶくろ』 （ブロンズ新社）
たちもと みちこ／作
『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

『まどから おくりもの』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
『じゅうにしのおはなし』 （ひさかたチャイルド）
ゆきの ゆみこ／文

くすはら 順子／絵

日付
1/7（土）

内

容

実施者：ボランティア
♪ね うし とら…
『なにしているの？』 （クレヨンハウス）
五味 太郎／作
『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
『おおさむこさむ』 （福音館書店）
こいで やすこ／さく
『エイモスさんがかぜをひくと』 （光村教育図書）
フィリップ・Ｃ．ステッド／文

エリン・Ｅ．ステッド／絵

青山 南／訳
本の紹介
『たこ』
1/8（日）

実施者：ボランティア
『ウラパン・オコサ』 （童心社）
谷川 晃一／作
『しゃっくり１かい１びょうかん』 （福音館書店）
ヘイゼル ハッチンス／さく
ケイディ マクドナルド デントン／え

はいじま かり／やく

『リュウのむすめとおいしゃさん』 （佼成出版社）
谷

真介／文

赤坂 三好／絵

『ぬくぬく』 （佼成出版社）
みやもと ただお／作
『さむがりやのねこ』 （フレーベル館）
わたなべ ゆういち／作・絵
『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

日付
1/14（土）

内

容

実施者：職員
『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
『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

『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄／さく
『オオカミと石のスープ』 （徳間書店）
アナイス・ヴォージュラード／作・絵

平岡 敦／訳

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
1/15（日）

実施者：職員
『そらはだかんぼ！』 （偕成社）
五味 太郎／作
『トラのじゅうたんになりたかったトラ』 （岩波書店）
ジェラルド・ローズ／文・絵

ふしみ みさを／訳

『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

『ナガナガくん』 （徳間書店）
シド・ホフ／作・絵

小船谷 佐知子／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
1/22（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／〔著〕
『ゆげ』 （福音館書店）
大沼 鉄郎／文

小川 忠博／写真

『みかんです』 （文化出版局）
川端 誠／作
本の紹介
『みかんのひみつ』
『はじめてのふゆ』
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
1/28（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『でんしゃにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
『ぞうさんのうんち』 （ポプラ社）
角野 栄子／ぶん

佐々木 洋子／え

『みんなうんち』 （福音館書店）
五味 太郎／さく
『きこりとおおかみ』 （福音館書店）
やまぐち ともこ／さいわ

ほりうち せいいち／え

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
1/29（日）

実施者：ボランティア
『はるかぜのホネホネさん』 （福音館書店）
にしむら あつこ／さく・え
『ちょうちょ はやくこないかな』 （福音館書店）
甲斐 信枝／さく
♪グー チョキ パーで なにつくろ
『ふゆめがっしょうだん』 （福音館書店）
冨成 忠夫・茂木 透／写真

長 新太／文

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
2/4（土）

実施者：ボランティア
『みんなで ぬくぬく』 （童話館出版）
エルザ・ドヴェルノア／ぶん

ミシェル・ゲー／え

すえまつ ひみこ／やく
『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
♪グー チョキ パーで なにつくろ
『サボテンたちのゆきあそび』 （ブックローン出版）
川端 誠／作・絵
『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄／さく

日付

内

容

2/11（土・祝） 実施者：職員
『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

『ごろんごゆきだるま』 （福音館書店）
たむら しげる／さく
『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
『ほしのぎんが』 （フレーベル館）
グリム童話

シュチェパーン・ザブジェル／絵

佐々木 元／訳

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
2/12（日）

実施者：ボランティア
ストーリーテリング 「おだんごぱん」
『おだんごぱん』
（福音館書店）より
『きみはしっている』 （岩崎書店）
五味 太郎／作・絵
『キタキツネのあかちゃん』 （ポプラ社）
結城 モイラ／文

福田 幸広／写真

『きつねのおふろ』 （偕成社）
国松 エリカ／作・絵
『きつねきつねきつねがとおる』 （ポプラ社）
伊藤 遊／作
2/18（土）

岡本 順／絵

実施者：職員
『ふゆめがっしょうだん』 （福音館書店）
冨成 忠夫・茂木 透／写真

長 新太／文

『はるまちくまさん』 （ＢＬ出版）
ケビン・ヘンクス／さく

いしい むつみ／やく

『チョコレートパン』 （福音館書店）
長

新太／さく

『こねこのチョコレート』 （こぐま社）
Ｂ．Ｋ．ウィルソン／作

小林 いづみ／訳

大社 玲子／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

日付
2/25（土）

内

容

実施者：職員
『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店）
織茂 恭子／さく
『おふろだいすき』 （福音館書店）
松岡 享子／作

林 明子／絵

『チョコレートパン』 （福音館書店）
長

新太／さく

『にんじんさんがあかいわけ』 （童心社）
松谷 みよこ／ぶん

ひらやま えいぞう／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
2/26（日）

実施者：職員・ボランティア
『ぼくおかあさんのこと…』 （文溪堂）
酒井 駒子／文・絵
『ちびっこちびおに』 （偕成社）
あまん きみこ／文

わかやま けん／絵

『いちご』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『くまさんはねむっています』 （ＢＬ出版）
カーマ・ウィルソン／ぶん

ジェーン・チャップマン／え

なるさわ えりこ／やく
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
3/3（土）

実施者： ボランティア
『だいどころにもはるがきた』 （福音館書店）
島津 和子／さく
『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

『にんじんのたね』 （こぐま社）
ルース・クラウス／さく

クロケット・ジョンソン／え

おしお たかし／やく
『みんなで ぬくぬく』 （童話館出版）
エルザ・ドヴェルノア／ぶん

ミシェル・ゲー／え

すえまつ ひみこ／やく
『たろうのともだち』 （福音館書店）
堀内 誠一／え

村山 桂子／さく

『きつねのおはなはん』 （福音館書店）
中川 正文／さく

二俣

英五郎／え

日付
3/4（日）

内

容

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／さく
『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

『いぬおことわり！』 （偕成社）
Ｈ・A・レイ／絵

マーガレット・Ｗ・ブラウン／作

福本 友美子／訳
『こんにちはどうぶつたち』 （福音館書店）
とだ きょうこ／あん

さとう あきら／しゃしん

ストーリーテリング 「北風をたずねていった男の子」
『子どもに語る北欧の昔話』
（こぐま社）より
3/10（土）

実施者：ボランティア
『きみがいなくちゃ』 （ポプラ社）
はまち ゆりこ／作・絵
『かさ かしてあげる』 （福音館書店）
こいで やすこ／さく
『そらまめくんのベット』 （福音館書店）
なかや みわ／さく・え
『かばんうりのガラゴ』 （文溪堂）
島田 ゆか／作・絵

3/11（日）

実施者：ボランティア
『ねずみのすもう』 （ほるぷ出版）
二俣 英五郎／え

樋口 淳／ぶん

『ねずみくんのチョッキ』 （ポプラ社）
上野 紀子／絵

なかえ

よしを／さく

『ちびねこくんでかとらくん』 （金の星社）
こわせ たまみ／作

いもと ようこ／絵

『ちいさなねこ』 （福音館書店）
石井 桃子／さく

横内

襄／え

『ブレーメンのおんがくたい』 （福音館書店）
グリム／原作

ハンス・フィッシャー／え

せた ていじ／やく

日付
3/17（土）

内

容

実施者：職員
『コッケモーモー！』 （徳間書店）
ジュリエット・ダラス＝コンテ／文

アリソン・バートレット／絵

たなか あきこ／訳
『とりかえっこ』 （ポプラ社）
さとう わきこ／作

二俣 英五郎／絵

『みつ すきですか』 （福音館書店）
ごんもり なつこ／さく
『ちょっとまって』 （福音館書店）
岸田 今日子／さく

佐野 洋子／え

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
3/18（日）

実施者：職員・ボランティア
『メイシーちゃんのかそうパーティー』 （偕成社）
ルーシー・カズンズ／作

なぎ ともこ／訳

『とうさん まいご』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
『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 「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
3/24（土）

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
『せんせい』 （福音館書店）
大場 牧夫／ぶん

長 新太／え

『いちご』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『いちごばたけのちいさなおばあさん』 （福音館書店）
わたり むつこ／さく

中谷 千代子／え

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
3/25（日）

内

容

実施者：ボランティア
『おいしいおと』 （福音館書店）
三宮 麻由子／ぶん

ふくしま あきえ／え

『ブルくんとかなちゃん』 （福音館書店）
ふくざわ ゆみこ／さく
『おはようぱんじい』 （福音館書店）
ひらやま かずこ／さく
♪小さなはたけをたがやして～
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
ストーリーテリング 「おおかみと七ひきのこやぎ」
『子どもに語るグリムの昔話１』
（こぐま社）より
3/31（土）

実施者：ボランティア
♪はじまるよったら はじまるよ
『あくびでねんね』 （こどものとも ０.１.２ ２００９年３月号）
（福音館書店）
神沢 利子／文

沢田 としき／絵

『きろいのは ちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
『ね、ぼくのともだちになって！』 （偕成社）
エリック・カール／作
『ねずみのすもう』 （ほるぷ出版）
樋口 淳／ぶん

二俣 英五郎／え

♪大きい提灯 小さい提灯

