日付
10/6（土）

内

容

実施者：ボランティア
『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

『おちゃのじかんにきたとら』 （童話館出版）
ジュディス・カー／作

晴海 耕平／訳

『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

♪手遊び どんぐりころちゃん～
ストーリーテリング 「マメ子と魔物」
『子どもに聞かる世界の民話』（実業之日本社）より
10/7（日）

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

『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

『くりくり』 （アリス館）
ひろかわ さえこ／さく
『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

『おおきなかぼちゃ』 （主婦の友社）
エリカ・シルバーマン／作

Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵

おびか ゆうこ／訳
ストーリーテリング 「三枚のお札」
『子どもに語る日本の昔話２』（こぐま社）より
10/13（土）

実施者：ボランティア
『しろくまちゃんのほっとけーき』 （福音館書店）
わかやま けん／絵

森

比左志／文

わだ よしおみ／文

『ぐりとぐらとすみれちゃん』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／ぶん

やまわき ゆりこ／え

『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 「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
10/14（日）

内

容

実施者：職員
『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
『キャベツくん』 （文研出版）
長

新太／文・絵

『おべんとう』 （福音館書店）
小西 英子／さく
『ガブルくんとコオモリオニ』 （福音館書店）
高谷 まちこ／さく
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』（東京子ども図書館）より
10/20（土）

実施者：職員
『なにをたべてきたの？』 （佼成出版社）
岸田 衿子／文

長野 博一／絵

『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
『たけ』 （福音館書店）
甲斐 信枝／さく
『ホットケーキできあがり！』 （偕成社）
エリック・カール／作
10/21（日）

アーサー・ビナード／訳

実施者：職員・ボランティア
『はりねずみかあさん』 （福音館書店）
まつや さやか／ぶん

Ｍ・ミトゥーリチ／え

『こんたのおつかい』 （徳間書店）
田中 友佳子／作・絵
『ねてるのだあれ』 （福音館書店）
神沢 利子／さく

山内 ふじ江／え

『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

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

日付
10/27（土）

内

容

実施者：ボランティア
『くろねこかあさん』 （福音館書店）
東

君平／さく

『へんてこへんてこ』 （佼成出版社）
長

新太／さく

♪あたま かた ひざ ぽん
『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
『へそもち』 （福音館書店）
渡辺 茂男／さく
10/28（日）

赤羽

末吉／え

実施者：ボランティア
『ぼくのくれよん』 （講談社）
長

新太／おはなし・え

『でんしゃにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
『おりこうなビル』 （童話館）
ウィリアム・ニコルソン／ぶん・え

つばきはら ななこ／やく

『やまなしもぎ』 （福音館書店）
平野 直／再話

太田 大八／画

ストーリーテリング 「七人さきのおやじさま」
『世界のむかし話』（のら書店）より
11/3（土・祝） 実施者：ボランティア
詩

雨ニモ負ケズ 宮沢賢治

『うまれてきてくれてありがとう』 （童心社）
にしもと よう／ぶん

黒井 健／え／おはなし・え

『きんのたまごのほん』 （童話館出版）
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
レナード・ワイスガード／え

わたなべ しげお／やく

『だれかしら？』 （文化出版局）
多田 ヒロシ／さく
『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
『がまんのケーキ』 （教育画劇）
かがくい ひろし／作絵

日付
11/4（日）

内

容

実施者：ボランティア
『なにをかこうかな』 （文化出版局）
マーグレット・レイ／作

Ｈ・Ａ・レイ／作

中川 健蔵／訳

『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
ストレッチ
『きれいずきティッチ』 （童話館出版）
パット・ハッチンス／さく

星川 菜津代／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
11/10（土）

実施者：職員・ボランンティア
『１１ぴきのねことあほうどり』 （こぐま社）
馬場 のぼる／著
詩

「うそつき きつつき」

『ことばあそびうた』 （福音館書店）より
谷川 俊太郎／詩

瀬川

康男／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

『ダチョウのくびはなぜながい？』 （富山房）
ヴァーナ・アーダマ／文

マーシャ・ブラウン／絵

まつおか きょうこ／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
11/11（日）

実施者：ボランティア
『こぐまちゃんとどうぶつえん』 （こぐま社）
わかやま けん／絵

森

比左志／文

わだ よしおみ／文

『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

♪たまご
『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

『りんごころりん』 （岩崎書店）
パホーモフ／絵

宮川 やすえ／再話

日付
11/17（土）

内

容

実施者：ボランティア
『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

『はじめてのおつかい』 （福音館書店）
筒井 頼子／さく

林 明子／え

『つきよ』 （教育画劇）
長

新太／さく

『がいこつさん』 （文化出版局）
五味 太郎／作
11/18（日）

実施者：ボランティア
『ばけばけはっぱ』 （ハッピーオウル社）
藤本 ともひこ／著
『ぼくのシチュー、ままのシチュー』 （ハッピーオウル社）
ほりかわ りまこ／ぶんとえ
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三／ぶん

平山

和子／え

『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

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
11/24（土）

実施者：ボランティア
♪はじまるよったらはじまるよ
『これなあに はる・なつ・あき・ふゆ』 （あかね書房）
わたなべ ゆういち／作絵
『のびるのびーる』 （教育画劇）
深見 春夫／作・絵
『１４ひきのやまいも』 （童心社）
いわむら かずお／さく
『いま、なんさい？』 （ＢＬ出版）
ひがし ちから／作
『ねずみのすもう』 （ほるぷ出版）
二俣 英五郎／え

樋口 淳／ぶん

日付
11/25（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『ねえ、おきて！』 （架空社）
さとう わきこ／作
『おばけリンゴ』 （福音館書店）
ヤーノッシュ／さく

やがわ すみこ／やく

『りんごがドスーン』 （文研出版）
多田 ヒロシ／作・文・絵
『みかんのひみつ』 （ひさかたチャイルド）
鈴木 伸一／監修
12/1（土）

岩間

史朗／写真撮影

『ちいさいものみつけた』

（福音館書店）

実施者：ボランティア

冨田 百秋／さく
『おこる』 （金の星社）
中川 ひろたか／作

長谷川 義史／絵

『ねえどっちがすき？』 （福音館書店）
安江 リエ／ぶん

降矢 奈々／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
『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
12/2（日）

うちだ りさこ／やく

実施者：ボランティア
ストーリーテリング 「かちかちやま」
『かちかちやま』（福音館書店）より
ストーリーテリング 「うまかたやまんば」
『うまかたやまんば』（福音館書店）より

日付
12/8（土）

内

容

実施者：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／作・絵
『あるきだしたゆきだるま』 （偕成社）
ミラ・ローベ／さく

ヴィンフリート・オプゲノールト／え

ささき たづこ／やく
『しんせつなともだち』 （福音館書店）
方 軼羣／作

君島 久子／訳

村山 知義／画

『ぐりとぐらのおきゃくさま』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／さく

やまわき ゆりこ／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』（東京子ども図書館）より
12/9（日）

実施者：ボランティア
『ぼうし』 （文化出版局）
長

新太／さく

『いたずらっこのきたかぜさん』 （ひさかたチャイルド）
山脇 恭／文

村上 康成／絵

『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
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
12/15（土）

実施者：ボランティア
『クリスマス★オールスター』 （童心社）
中川 ひろたか／文

村上 康成／絵

『サンタクロースってほんとにいるの？』 （福音館書店）
てるおか いつこ／文

すぎうら はんも／絵

『ぼく、サンタさん』 （あかね書房）
村上 勉／作
『サンタさんからきたてがみ』 （福音館書店）
たんの ゆきこ／さく

垂石 眞子／え

日付
内
12/16（日）

容

実施者：ボランティア
『ぼくのゆきんこ』 （至光社）
葉

祥明／絵と文

『おおさむ こさむ』 （偕成社）
松谷 みよ子／文

遠藤

てるよ／絵

『サンタのおまじない』 （富山房）
菊地 清／作・絵
『おおきなかぶ』 （福音館書店）
佐藤 忠良／画

内田 莉莎子／訳

『ぐりとぐらのおきゃくさま』 （福音館書店）
中川 李枝子／さく
12/22（土）

山脇 百合子／え

実施者：職員
『クリスマスにはおくりもの』 （絵本館）
五味 太郎／作
『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

『サンタのおまじない』 （富山房）
菊地 清／作・絵
『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
『ゆきのひ』 （偕成社）
エズラ・ジャック・キーツ／ぶん・え
12/23（日）

きじま はじめ／やく

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

『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
『サンタのおまじない』 （富山房）
菊地 清／さく
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
1/5（土）

内

容

実施者：ボランティア
『かさじぞう』 （福音館書店）
瀬田 貞二／再話

赤羽 末吉／画

『ヘビのひみつ』 （ポプラ社）
内山 りゅう／写真・文
『うろこだま』 （岩波書店）
長谷川 摂子／文

下田 昌克／絵

『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

『ちゃっくりがきぃふ』 （福音館書店）
桂 文我／話
1/6（日）

梶山 俊夫／絵

実施者：ボランティア
『あけましておめでとう』
中川 ひろたか／文

（童心社）

村上 康成／絵

『だるまさんが』
（ビッグブック） （ブロンズ新社）
かがくい ひろし／さく
『だるまさんと』
（ビッグブック） （ブロンズ新社）
かがくい ひろし／さく
『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

ストーリーテリング 「鳥のみじい」
『子どもに語る日本の昔話２』（こぐま社）より
1/12（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
『ヨセフのだいじなコート』 （フレーベル館）
シムズ・タバック／作

木坂 涼／訳

♪グーチョキパーでなにつくろう
『おかしなゆきふしぎなこおり』 （ポプラ社）
片平 孝／写真・文
『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

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

日付
1/13（日）

内

容

実施者：ボランティア
詩

「へびのあかちゃん」 阪田 寛夫／詩

『パタポン～幼い子の詩集～２』 （童話屋）
田中 和雄／編
『ともだちになって』 （ポプラ社）
まつおか たつひで／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

『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
『七ひきのねずみ』 （古今社）
エド・ヤング／作
詩

藤本

朝巳／訳

「ゆきがふる」 「ちいさなゆき」 まど みちお／詩

『かさじぞう』 （福音館書店）
瀬田 貞二／再話

赤羽 末吉／画

お土産 折り紙でつくったコマ
1/19（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
『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
♪のびのび
♪グーチョキパーでなにつくろう
『リボンのかたちのふゆのせいざオリオン』 （福音館書店）
八板 康麿／写真と文

杉浦 範茂／絵と構成

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
1/20（日）

実施者：職員
『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

『なにのあしあとかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき／著
『てんぱたんてんぱたん』

（福音館書店）

梶山 俊夫／再話・絵
♪もちっこやいて
ストーリーテリング 「金いろとさかのおんどり」
『おはなしのろうそく 3』（東京子ども図書館）より

日付
1/26（土）

内

容

実施者：職員
『どうやってねるのかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき／著
『パンやのくまさん』 （福音館書店）
フィービ・ウォージントン／さく・え
セルビ・ウォージントン／さく・え

まさき るりこ／やく

『としょかんライオン』 （岩崎書店）
ミシェル・ヌードセン／さく

ケビン・ホークス／え

福本 友美子／やく
♪おはなし会のうた
1/27（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／著
『タンタンのしろくまくん』 （偕成社）
いわむら かずお／作
『おかしなゆきふしぎなこおり』 （ポプラ社）
片平 孝／写真・文
『くまのビーディーくん』

（偕成社）

ドン＝フリーマン／さく

まつおか きょうこ／やく

『キスなんてごめんだよ！』 （評論社）
エマ・チチェスター・クラーク／さく

まつかわ まゆみ／やく

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
2/2（土）

実施者：ボランティア
『とらたとおおゆき』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／ぶん

なかがわ そうや／え

『かぜひいちゃった』 （金の星社）
いもと ようこ／さく・え
『おおさむ こさむ』 （偕成社）
松谷 みよ子／文

遠藤 てるよ／絵

『からすのせっけん』 （福音館書店）
むらやま けいこ／さく

やまわき ゆりこ／え

『ままです すきです すてきです』 （福音館書店）
谷川 俊太郎／ぶん

タイガー立石／え

日付
2/3（日）

内

容

実施者：ボランティア
『あかたろうの１・２・３の３・４・５』 （偕成社）
北山 葉子／作・絵
本の紹介
『つのはなんにもならないか』
『へえーすごいんだね』
『ももたろう』 （金の星社）
いもと ようこ／文絵
『それからのおにがしま』
川崎 洋／さく

（岩崎書店）

国松 エリカ／え

『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

ストーリーテリング 「だいくとおにろく」
（福音館書店）より
2/9（土）

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
『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
『ねことらくん』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／さく

やまわき ゆりこ／え

『いじわるなないしょオバケ』 （文溪堂）
ティエリー・ロブレヒト／作

フィリップ・ホーセンス／絵

野坂 悦子／訳
ストーリーテリング 「さるのきも」
『子どもに聞かる世界の民話』（実業之日本社）より
2/10（日）

実施者：ボランティア
『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店）
織茂 恭子／さく
『こうていぺんぎん』 （福音館書店）
小森 厚／ぶん

薮内 正幸／え

『みかんです』 （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

日付
2/16（土）

内

容

実施者：職員
『うしろにいるのはだあれ』 （童心社）
まつい のりこ／さく
『おふとんかけたら』 （ブロンズ新社）
かがくい ひろし／さく
『アンガスとねこ』 （福音館書店）
マージョリー・フラック／さく・え

瀬田 貞二／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
2/17（日）

実施者：職員
『ねこ・こども』 （福音館書店）
ささき まき／く
『ねことライオンにてる？にてない？』 （ひさかたチャイルド）
『ねずみぬりたて』 （セーラー出版）
エレン・ストール・ウォルシュ／作
『ねずみのおいしゃさま』

たかはし けいすけ／訳

（福音館書店）

なかがわ まさふみ／さく

やまわき ゆりこ／え

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
2/23（土）

実施者：ボランティア
『ちいさなねこ』 （福音館書店）
石井 桃子／さく

横内 襄／え

『みんなおっぱいのんでたよ』 （福音館書店）
木坂 涼／ぶん

木村 しゅうじ／え

『せんべせんべやけた』 （こぐま社）
こばやし えみこ／案

ましま せつこ／絵

♪手遊び せんべせんべやけた
『かおかおどんなかお』 （こぐま社）
柳原 良平／作・絵
『ピエールとライオン』 （富山房）
モーリス・センダック／さく

じんぐう てるお／やく

『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

日付
3/2（土）

内

容

実施者：ボランティア
『あかねこくん』 （フレーベル館）
エリック・バテュ／作

もき かずこ／訳

『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

『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

『おばあさんのすぷーん』
神沢 利子／さく

（福音館書店）

富山 妙子／え

『ゆきむすめ』 （福音館書店）
内田 莉莎子／再話
3/10（日）

佐藤 忠良／画

実施者：ボランティア
『たあんきぽおんきたんころりん』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

降矢

なな／絵

『いちご』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『みんなおおきくなるんだよ』 （福音館書店）
アン ロックウェル／さく

ホリー ケラー／え

くろさわ ゆうこ／やく
♪あたまかたひざぽん
『うれしいさんかなしいさん』 （東京子ども図書館）
まつおか きょうこ／さく・え
『ゆうきをだして！』 （佼成出版社）
くすのき しげのり／原作

いもと ようこ／文・絵

『きいろいのは ちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵

日付
3/16（土）

内

容

実施者：ボランティア
『おかしなおかし』 （福音館書店）
石津 ちひろ／文

山村

浩二／絵

『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

『これはなみだ？』 （福音館書店）
栗林 慧／写真

長 新太／文

本の紹介
『和菓子のほん』
『和菓子の絵本』
『パンケーキをたべるサイなんていない？』 （ＢＬ出版）
アンナ・ケンプ／ぶん

サラ・オギルヴィー／え

かどの えいこ／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
3/17（日）

実施者：ボランティア
『しらゆきひめ』 （チャイルド本社）
グリム／作

武鹿 悦子／文

『わたしの庭のバラの花』

岩本 康之亮／絵

（セーラー出版）

アーノルド・ローベル／文

アニタ・ローベル／絵

松井 るり子／訳
『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
3/23（土）

実施者：ボランティア
『さくら』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

矢間

芳子／絵・構成

『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『おかえし』 （福音館書店）
村山 桂子／さく

織茂 恭子／え

『うさぎさんのあたらしいいえ』 （福音館書店）
（こどものとも 年中向き 2013 年 3 月）
小出 淡／さく

早川 純子／え

日付
3/24（日）

内

容

実施者：ボランティア
『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

『おべんともっておはなみに』 （福音館書店）
こいで やすこ／さく
『まいごのまめのつる』 （福音館書店）
こだま ともこ／さく

おりも きょうこ／え

『さよなら さんかく』 （講談社）
安野 光雅／著
3/30（土）

実施者：職員
『おひさまぽかぽか』 （福音館書店）
笠野 裕一／作
『うんちしたのはだれよ！』 （偕成社）
ヴェルナー・ホルツヴァルト／文

ヴォルフ・エールブルッフ／絵

関口 裕昭／訳
『きいろいのは ちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
『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

『さくら』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

矢間 芳子／絵・構成

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
3/31（日）

実施者：職員
『やさい』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『ありさんどうぞ』 （大日本図書）
中村 牧江／さく

林 健造／え

『ぐりとぐらとくるりくら』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／さく

やまわき ゆりこ／え

『そばがらじさまとまめじさま』 （福音館書店）
小林 輝子／再話

赤羽 末吉／画

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

