
 
  

日付 内 容 

4/6（土） 実施者：職員 

『ぼくのくれよん』 （講談社） 

長 新太／おはなし・え 

『ねこといぬとたからの玉』 （太平出版社） 

藤 かおる／文  梶山 俊夫／絵 

♪手遊び ちゃつぼ 

『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 

『コウモリのルーファスくん』 （ＢＬ出版） 

トミ・ウンゲラー／さく  いまえ よしとも／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 

４/７（日） 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 

『へえーすごいんだね』 （偕成社） 

北山 葉子／作絵 

『ブルくんとかなちゃん』 （福音館書店） 

ふくざわ ゆみこ／さく 

『ぐるんぱのようちえん』 （福音館書店） 

西内 ミナミ／さく  堀内 誠一／え 

4/13（土） 実施者：職員・ボランティア 

『くだものなんだ』 （福音館書店） 

きうち かつ／さく・え 

『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 

『こぶたほいくえん』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／文  やまわき ゆりこ／絵 

『パパがやいたアップルパイ』 （ほるぷ出版） 

ローレン・トンプソン／文  ジョナサン・ビーン／絵 

谷川 俊太郎／訳 

『だんごだんごどこいった』 （トモ企画） 

太田 大八／え  大江 ちさと／文 

♪さよならあんころもち 



 
  

日付 内 容 

4/21（日） 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 

『ぼくのえんそく』 （岩崎書店） 

穂高 順也／作  長谷川 義史／絵 

『にゅるぺろりん』 （クレヨンハウス） 

谷川 俊太郎／文  長 新太／絵 

『ビスケットのかけらがひとつ』 （福音館書店） 

こだま ともこ／さく  織茂 恭子／え 

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 

4/27（土） 実施者：職員 

『どっからたべよう』 （農山漁村文化協会） 

井上 洋介／えとぶん 

『しろくまちゃんのほっとけーき』 （こぐま社） 

わかやま けん／絵  森 比左志／文  わだ よしおみ／文 

『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 「ホットケーキ」 

   『おはなしのろうそく１８』（東京子ども図書館）より 

4/28（日） 実施者：職員 

『チョコレートパン』 （福音館書店） 

長 新太／さく 

『チョコレートだいすき』 （ひさかたチャイルド） 

『ありのごちそうなーに』 （童心社） 

得田 之久／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 「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 



 
  

日付 内 容 

４/2９（月・祝） 実施者：職員 

『おでかけのまえに』 （福音館書店） 

筒井 頼子／さく  林 明子／え 

『きょうの おべんとう なんだろな』 （福音館書店） 

きしだ えりこ／さく  やまわき ゆりこ／え 

『いたずらかいじゅうのたんじょうび』 （偕成社） 

パット・ハッチンス／さく  いぬい ゆみこ／やく 

『まんじゅうこわい』 （クレヨンハウス） 

川端 誠／作 

５/3（金・祝） 実施者：職員 

『ありのとおったみち』 （福音館書店） 

菊地 勉／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 

『だいどころにもはるがきた』 （福音館書店） 

島津 和子／さく 

『サラダでげんき』 （福音館書店） 

角野 栄子／さく  長 新太／え 

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 

５/４（土・祝） 実施者：職員 

♪のびのび～ 

『はっぱのおうち』 （福音館書店） 

征矢 清／さく  林 明子／え 

『ルラルさんのにわ』 （ほるぷ出版） 

いとう ひろし／さく 

『モーモーまきばのおきゃくさま』 （偕成社） 

マリー・ホール・エッツ／ぶん・え  やまのうち きよこ／やく 

♪グー チョキ パーで なにつくろ 

『しろくまちゃんのほっとけーき』 （こぐま社） 

わかやま けん／絵  森 比左志／文  わだ よしおみ／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 



 
  

日付 内 容 

５/５（日・祝） 実施者：職員 

『むしさんどこいくの？』 （童心社） 

得田 之久／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 

『こいのぼり』 （福音館書店） 

英 伸三／写真  長谷川 摂子／文 

♪手遊び ねずみのたいそう 

『ワニぼうのこいのぼり』 （文渓堂） 

内田 麟太郎／文  高畠 純／絵 

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 

５/６（月・休） 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 

『バナナのはなし』 （福音館書店） 

伊沢 尚子／文  及川 賢治／絵 

『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 

『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 

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 

5/11（土） 実施者：職員 

『しりとりあそび ちゃいろ』 （小学館） 

星川 ひろ子／著  星川 治雄／著 

『おやつがほーい どっさりほい』 （新日本出版社） 

梅田 俊作／さく  梅田 佳子／さく 

『ねこガム』 （福音館書店） 

きむら よしお／作 

『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 「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 内 容 

5/12（日） 実施者：職員 

『ほらそっくり』 （教育画劇） 

ふくだとしお＋あきこ／さく 

『どうやってみをまもるのかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／さく 

『もりのパンやさん』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  ひらやま えいぞう／え 

『パンのかけらとちいさなあくま』 （福音館書店） 

内田 莉莎子／再話  堀内 誠一／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 

5/19（日） 実施者：職員 

『おにぎり』 （福音館書店） 

平山 英三／ぶん  平山 和子／え 

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店） 

小西 英子／さく 

『ひつじのむくむく』 （福音館書店） 

村上 桂子／さく  大田 大八／え 

『おとなしいめんどり』 （童話館） 

ポール・ガルドン／作  谷川 俊太郎／訳 

  ストーリーテリング 「金のとさかのおんどりと魔法のひきうす」 

   『ロシアの昔話』（福音館書店）より 

5/25（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 

『どろんこ』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／ぶん  英 伸三／写真 

『わにわにのおふろ』 （福音館書店） 

小風 さち／ぶん  山口 マオ／え 

『月のみはりばん』 （偕成社） 

とりごえ まり／作・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 内 容 

5/26（日） 実施者：職員 

『おべんとう』 （福音館書店） 

小西 英子／さく 

『はねちゃんのピクニック』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

『サラダでげんき』 （福音館書店） 

角野 栄子／さく  長 新太／え 

♪ちょっち ちょっち あわわ 

『ロバのロバちゃん』 （偕成社） 

ロジャー＝デュボアザン／ぶん・え  くりやがわ けいこ／やく 

♪うまはとしとし 

6/1（土） 実施者：職員・ボランティア 

『いたずらかまきりキリリ』 （童心社） 

得田 之久／さく 

『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 

『ふってきました』 （講談社） 

もとした いづみ／文  石井 聖岳／絵 

『うまかたとこだぬき』 （教育画劇） 

香川 美子／文  野村 たかあき／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 

６/２（日） 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 

『せんたくかあちゃん』 （福音館書店） 

さとう わきこ／さく・え 

『まるくて おいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ／さく 

『月のみはりばん』 （偕成社) 

とりごえ まり／作・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 内 容 

6/16（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 

『かさ』 （福音館書店） 

松野 正子／さく  原田 治／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 「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 

6/22（土） 実施者：職員 

『どろんこ どろんこ！』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『チョビットさんとモリダクサン』 （福音館書店） 

さとう ゆみか／さく 

『どれがぼくのおうちになるのかな？』 （アリス館） 

ロン・マリス／ぶん・え  はら しょう／やく 

『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 「若返りの水」 

   『子どもに語る日本の昔話』（こぐま社）より 

６/23（日） 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／さく 

『コッコさんとあめふり』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

『へそもち』 （福音館書店） 

渡辺 茂男／さく  赤羽 末吉／え 

『ガブリエリザちゃん』 （文化出版局） 

H．A．レイ／作  今江 祥智／訳 

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 



 
  

日付 内 容 

6/29（土） 実施者：職員 

『みずあびどろあびいいきもち』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

『かさどろぼう』 （徳間書店） 

シビル・ウェッタシンハ／作・絵  いのくま ようこ／訳 

『杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう』 （福音館書店） 

杉山 弘之／文と構成  杉山 輝行／文と構成 

吉村 則人／写真  平野 恵理子／絵 

『メアリー・スミス』 （光村教育図書） 

アンドレア・ユーレン／作  千葉 茂樹／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 

7/6（土） 実施者：職員 

『すいかです』 （文化出版局） 

川端 誠／作 

『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 

♪手遊び ひげじいさん 

『これがほんとの大きさ！』 （評論社） 

スティーブ・ジェンキンズ／作  佐藤 見果夢／訳 

『かみのけちょっきん』 （福音館書店） 

松竹 いね子／作  織茂 恭子／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）より 

7/13（土） 実施者：職員 

『だいじょうぶかしらねずみくん』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『10 ぴきのかえるのなつまつり』 （ＰＨＰ研究所） 

間所 ひさこ／さく  仲川 道子／え 

『みずあびどろあびいいきもち』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

『どうぶつしりとりえほん』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

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 



 
  

日付 内 容 

7/14（日） 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 

『くいしんぼらいおん』 （徳間書店） 

八木田 宜子／文  長 新太／絵 

『くだものだもの』 （福音館書店） 

石津 ちひろ／文  山村 浩二／絵 

『ターちゃんとペリカン』 （ほるぷ出版） 

ドン・フリーマン／さく  さいおんじ さちこ／やく 

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 

7/21（日） 実施者：職員 

『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 

『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 「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 

7/27（土） 実施者：職員 

『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 

『すいかです』 （文化出版局） 

川端 誠／作 

『トマトさん』 （福音館書店） 

田中 清代／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・プラウン／作  福本 友美子／訳 

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 



 
  

日付 内 容 

7/28（日） 実施者：職員 

『むんむんあついひ』 （福音館書店） 

こいで やすこ／さく 

『まほうのみず』 （福音館書店） 

藤田 千恵／原案  川島 敏生／写真  長谷川 摂子／文 

『ラージャのカレー』 （偕成社） 

国松 エリカ／作・絵 

『ぐりとぐらのかいすいよく』 （福音館書店） 

中川 李枝子／文  山脇 百合子／絵 

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） 

8/3（土） 実施者：職員 

『ひまわり』 （福音館書店） 

和歌山 静子／作 

『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社） 

わかやま けん／著 

『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 

『サリーのこけももつみ』 （岩波書店） 

ロバート・マックロスキー／文・絵  石井 桃子／訳 

  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 

8/4（日） 実施者：職員 

『ちからもちのタグボート とーとー』 （福音館書店） 

小風 さち／ぶん  山本 忠敬／え 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『どれがぼくかわかる？』 （偕成社） 

カーラ・カスキン／文・絵  よだ しずか／訳 

『つきよのかいじゅう』 （佼成出版社） 

長 新太／さく 

  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 

本の紹介 

『くんちゃんのもりのキャンプ』 



 
  

日付 内 容 

8/6（火） 実施者：職員 

『ぼくがラーメンたべてるとき』 （教育画劇） 

長谷川 義史／作・絵 

『おとうさんのちず』 （あすなろ書房） 

ユリ・シュルヴィッツ／作  さくま ゆみこ／訳 

『もっとおおきなたいほうを』 （福音館書店） 

二見 正直／作 

本の紹介 

『絵本はだしのゲン』 

コミック『はだしのゲン』など 

8/10（土） 実施者：ボランティア 

『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  マーガレット・ブロイ・グレアム／え 

もり ひさし／やく 

『モモンガのはいたつやさん』 （文溪堂） 

ふくざわ ゆみこ／著 

『こぞうさんとおばけ』 （大日本図書） 

はせがわ かこ／ぶん・え 

8/11（日） 実施者：職員 

『あがりめ さがりめ』 （福音館書店） 

いまき みち／さく 

『そら はだかんぼ！』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『中をそうぞうしてみよ』 （福音館書店） 

佐藤 雅彦＋ユーフラテス／作 

『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 「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 内 容 

8/18（日） 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 

『すいかです』 （文化出版局） 

川端 誠／作 

『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 「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 

8/25（日） 実施者：職員 

『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 

『?あつさのせい？』 （福音館書店） 

スズキ コージ／作 

『すいか』 （福音館書店） 

ひらやま えいぞう／さく 

『たからさがし』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／作  おおむら ゆりこ／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）より 

8/31（土） 実施者：職員 

『おばけがぞろぞろ』 （福音館書店） 

ささき まき／作 

『おばけのジョージ』 （福音館書店） 

ロバート・ブライト／さく・え  光吉 夏弥／やく 

『ぼくはこどものぞうです』 （リブロポート） 

タナ・ホーバン／しゃしん  ミエラ・フォード／ぶん 

ごみ たろう／やく 

『でんしゃえほん』 （ビリケン出版） 

井上 洋介／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 

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 内 容 

9/1（日） 実施者：職員 

『いろいろだんご』 （くもん出版） 

山岡 ひかる／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 

♪手遊び やきいもやきいも おなかがぐ～ 

『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 「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 

9/7（土） 実施者：職員 

『さつまのおいも』 （童心社） 

中川 ひろたか／文  村上 康成／絵 

『パンのかけらとちいさなあくま』 （福音館書店） 

内田 莉莎子／再話  堀内 誠一／画 

『びっくりまつぼっくり』 （福音館書店） 

多田 多恵子／ぶん  堀川 理万子／え 

『よじはんよじはん』 （福音館書店） 

ユン ソクチュン／ぶん  イ ヨンギョン／え 

かみや にじ／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 

9/8（日） 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 

『月のみはりばん』 （偕成社） 

とりごえ まり／作・絵 

『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 内 容 

9/14（土） 実施者：職員 

『さつものおいも』 （童心社） 

中川 ひろたか／文  村上 康成／絵 

『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／さく  阿部 日奈子／やく 

『フラニーとメラニー しあわせのスープ』 （講談社） 

あいはら ひろゆき／ぶん  あだち なみ／え 

『ねえ、どれがいい？』 （岩波書店） 

ジョン・バーニンガム／さく  まつかわ まゆみ／やく 

9/15（日） 実施者：職員 

『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 

『どうぶつたちのおかいもの』 （福音館書店） 

渡辺 茂男／さく  太田 大八／え 

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

『これがほんとの大きさ！』・続 （評論社） 

スティーブ・ジェンキンズ／作  佐藤 見果夢／訳 

『にげだしたひげ』 （福武書店） 

シビル・ウェッタシンハ／さく  のぐち ただし／やく 

9/22（日） 実施者：職員 

♪のびのび 

『おつきさま こんばんは』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『つきよ』 （教育画劇） 

長 新太／さく 

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

♪グーチョキパーでなにつくろ？ 

『そんなことって、ある？』 （サンリード） 

奥田 継夫／文  西村 繁男／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 内 容 

9/28（土） 実施者：職員 

『しりとりあそび ちゃいろ』 （小学館） 

星川 ひろこ／著  星川 治雄／著 

『こんたのおつかい』 （徳間書店） 

田中 友佳子／作・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 

『つんつくせんせいとふしぎなりんぐご』 （フレーベル館） 

たかどの ほうこ／さく・え 

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 

9/29（日） 実施者：職員 

『もりのてぶくろ』 （福音館書店） 

八百板 洋子／ぶん  ナターリア・チャルーシナ／え 

『びっくり まつぼっくり』 （福音館書店） 

多田 多恵子／ぶん  堀川 理万子／え 

『やまのバス』 （佼成出版社） 

内田 麟太郎／文  村田 エミコ／画 

♪手遊び やきもやきいも おなかがぐ～ 

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 


