
  

日付 内 容 

10/6（日） 実施者：職員 

『くりくり』 （アリス館） 

ひろかわ さえこ／さく 

『ルラルさんのバイオリン』 （ポプラ社） 

いとう ひろし／さく 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『つきよのキャベツくん』 （文研出版） 

長 新太／さく 

10/12（土） 実施者：ボランティア 

『いまは だめ』 （アリス館） 

デイビット・マッキ―／ぶん・え  はら しょう／やく 

『マグノリアおじさん』 （好学社） 

クエンティン・ブレイク／作・絵  谷川 俊太郎／訳 

『おおきくなるっていうことは』 （童心社） 

中川 ひろたか／文  村上 康成／絵 

『よるくま』 （偕成社） 

酒井 駒子／作・絵 

『おばけのてんぷら』 （ポプラ社） 

せな けいこ／作・絵 

10/20（日） 実施者：ボランティア 

『どんどこどん』 （福音館書店） 

和歌山 静子／作 

『くまのオットーとえほんのおうち』 （岩崎書店） 

ケイティ・クレミンソン／作・絵  横山 和江／訳 

『いろいろだんご』 （くもん出版） 

山岡 ひかる／作 

『ひゃくにんのおとうさん』 （福音館書店） 

譚 小勇／文  天野 祐吉／文  譚 小勇／絵 

『いもむしごーろごろ』 （福音館書店） 

こばやし えみこ／文  番留 きょう子／絵 

『ほわほわ』 （福音館書店） 

「こどものとも０．１．２」2013 年 7 月号 

青島 左門／作 

『おでかけくまさん』 （福音館書店） 

たるいし まこ／さく 



 
  

日付 内 容 

10/26（土） 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 

『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 

『パパ・カレー』 （ほるぷ出版） 

武田 美穂／作 

『ゼラルダと人喰い鬼』 （評論社） 

トミー・ウンゲラー／作  たむら りゅういち／やく 

あそう くみ／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／編）より 

10/27（日） 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 

『ぐりとぐらとすみれちゃん』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／文  やまわき ゆりこ／絵 

『パンプキン』 （ＢＬ出版） 

ケン・ロビンズ／写真・文  千葉 茂樹／訳 

『しゃっくりがいこつ』 （セーラー出版） 

マージェリー・カイラー／作  Ｓ・Ｄ・シンドラー／絵 

黒宮 純子／訳 

『へスターとまじょ』 （小峰書店） 

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 「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 

11/2（土） 実施者：職員 

『とうさんまいご』 （偕成社） 

五味 太郎／作・絵 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／作 

『ばけばけはっぱ』 （ハッピーオウル社） 

藤本 ともひこ／作 

『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 「さきざきさん」 

   『かもとりごんべえ』より 



 
  

日付 内 容 

11/3（日・祝） 実施者：職員 

『ころん ごろん いしっころ』 （福音館書店） 

酒井 賢司／さく  川島 敏生／しゃしん 

『おうさまジャックとドラゴン』 （岩波書店） 

ピーター・ベントリー／ぶん  ヘレン・オクセンバリー／え 

灰島 かり／やく 

『アンガスとあひる』 （福音館書店） 

マージョリー・フラック／さく・え  瀬田 貞二／やく 

『くだもの なんだ』 （福音館書店） 

きうち かつ／さく・え 

『だめよ、デイビッド！』 （評論社） 

デイビッド・シャノン／さく  小川 仁央／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 

11/9（土） 実施者：ボランティア 

『がいこつさん』 （文化出版局） 

五味 太郎／作 

『おんぶはこりごり』 （平凡社） 

アンソニー・ブラウン／作  藤本 朝已／訳 

『とってもとってもあいたいの！』 （フレーベル館） 

シムズ・タバック／作  木坂 涼／訳 

『スーホの白い馬』 （福音館書店） 

大塚 勇三／再話  赤羽 末吉／画 

11/10（日） 実施者：ボランティア 

『かぼちゃスープ』 （アスラン書房） 

ヘレン・クーパー／さく  せな あいこ／やく 

『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／え 

『どうやってねるのかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／著 

『さんびきのちいさいどうぶつ』 （ペンギン社） 

マーガレット・ワイズ・ブラウン／作  ガース・ウイリアムズ／え 

いぬい ゆみこ／訳 

『ちいさなくも』 （偕成社） 

エリック・カール／さく  もり ひさし／やく 



 
  

日付 内 容 

11/17（日） 実施者：ボランティア 

♪どんぐりころちゃん（じゃんけん） 

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 

『こならぼうやのぼうし』 （福音館書店） 

八百板 洋子／ぶん  高森 登志夫／え 

本の紹介 

『どんぐりノート』 

『サリーのこけももつみ』 （福音館書店） 

ロバート・マックロスキー／文・絵  石井 桃子／訳 

『くだものなんだ』 （福音館書店）  

きうち かつ／さく・え 

11/23（土・祝） 実施者：ボランティア 

『いもいもほりほり』 （講談社） 

西村 敏雄／作 

『あきはいろいろ』 （小学館） 

五味 太郎／作 

『ぶんぶくちゃがま』 （鈴木出版） 

西本 鶏介／文  飯野 和好／絵 

♪どんぐりころころ 

『ふゆじたくのおみせ』 （福音館書店） 

ふくざわ ゆみこ／さく 

11/24（日） 実施者：ボランティア 

『おむすびころりん』 （童心社） 

松谷 みよ子／著  長野 ヒデ子／画 

『ねえ、まだねてるの！』 （架空社） 

さとう わきこ／作 

『ともだちがほしいの』 （ポプラ社） 

柴田 愛子／文  長野 ヒデ子／絵 

『しらさぎちょうじゃ』 （ポプラ社） 

かく のぶゆき／ぶん  おのき がく／え 

『ねんね』 （アリス館） 

さえぐさ ひろこ／文 



 
  

日付 内 容 

11/30（日） 実施者：ボランティア 

『かくれんぼ かくれんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『あおくんときいろちゃん』 （至光社） 

レオ・レオーニ／作  藤田 圭雄／訳 

『そら はだかんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『ねずみくんのおやくそく』 （ポプラ社） 

なかえ よしを／作  上野 紀子／絵 

『あのねサンタの国ではね・・・』 （偕成社） 

嘉納 純子／文  黒井 健／絵 

12/1（日） 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 

講師が落ち葉を持参され、みんなで落ち葉と手の大きさをくらべてみる。 

『じゃんけんぽん』（ビッグブック） （鈴木出版） 

せな けいこ／作・絵 

（ペープサート） あのやまこえてどこいくの 

本の紹介 

『おもいでのクリスマスツリー』 

『おおはくちょうのそら』 

『クリスマス・イブ』 

『てぶくろ』 

『てぶくろがいっぱい』 

『へいわってどんなこと？』 

『こよみともだち』 

『ばばばあちゃんのおもちつき』 

『大きいツリー小さいツリー』 

『ゆきまくり』 

『ちいさなもみのき』 

『おおきなけやき』 

『ここがぼくのいるところ』 



 
  

日付 内 容 

12/7（日） 実施者：ボランティア 

『おめんです』 （偕成社） 

いしかわ こうじ／作・絵 

『じゃんけんぽん』 （鈴木出版） 

せな けいこ／作・絵 

『クリスマスにはおきててくまさん』 （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 

『おおやまさん』 （岩崎書店） 

川之上 英子／さく・え  川之上 健／さく・え 

『げんきでいるからね』 （教育画劇） 

鈴木 まもる／作 絵 

♪あたまかたひざぽん 

♪うらしまたろう 

紙芝居 『うらしまたろう』 （童心社） 

若林 一郎／脚本  西山 三郎／画 

12/8（日） 実施者：ボランティア 

♪ひげじいさん 

『おやゆびさん』 （鈴木出版） 

風木 一人／作  ひろかわ さえこ／絵 

『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 

『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 

♪10 人のサンタクロース 

『しんかんくんのクリスマス』 （あかね書房） 

のぶみ／さく 

12/14（土） 実施者：職員、ボランティア 

『ヒヤシンスひめ』 （光村教育図書） 

フローレンス・パリ―・ハイド／文  レイン・スミス／絵 

野坂 悦子／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  山脇 百合子／え 

『クリスマスよ、ブルーカンガルー！』 （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 「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 内 容 

12/22（日） 実施者：ボランティア 

♪とんとんとんとんひげじいさん 

『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 真子／え 

『ありがとうサンタさん』 （女子パウロ会） 

内田 麟太郎／文  かすや 昌宏／絵 

『14 ひきのさむいふゆ』 （童心社） 

いわむら かずお／さく 

♪ねこのこ 

『だるまさんが』 （ブロンズ新社） 

かがくい ひろし／作 

『十二支のお節料理』 （ＢＬ出版） 

川端 誠／作 

1/5（日） 実施者：ボランティア 

♪あめこんこん ゆきこんこん 

『きらきら』 （アリス館） 

谷川 俊太郎／文  吉田 六郎／写真 

『あるきだしたゆきだるま』 （偕成社） 

ミラ＝ローべ／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 

『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 

『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 

♪木がのびる～ 

ストーリーテリング 「二ひきのよくばり子ぐま」 

   『子どもに聞かせる世界の民話』（実業之日本社）より 

1/11（土） 実施者：ボランティア 

『キャベツくんのにちようび』 （文研出版） 

長 新太／さく 

『おはなししましょう』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎／ぶん  元永 定正／え 

『くるりんはじめてのおつかい』 （文渓堂） 

とりごえ まり／文・絵 

『ネコのラジオ局』 （教育画劇） 

南部 和也／さく  とりごえ まり／文・絵 



 
  

日付 内 容 

1/19（日） 実施者：ボランティア 

『かけっこかけっこ』 （講談社） 

中川 ひろたか／文  北村 裕花／絵 

『はなのあなのはなし』 （福音館書店） 

やぎゅう げんいちろう／さく 

『みんなおなじでもみんなちがう』 （福音館書店） 

奥井 一満／文  得能 通弘／写真  小西 啓介／AD 

『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 

♪いちじくにんじん 

『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 

1/25（土） 実施者：ボランティア 

『きらきら』 （アリス館） 

谷川 俊太郎／文  吉田 六郎／写真 

『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店） 

織茂 恭子／さく 

『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 

『ゆげ』 （福音館書店） 

大沼 鉄郎／文  小川 忠博／写真 

『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 

『わたし』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎／ぶん  長 新太／え 

1/26（日） 実施者：ボランティア 

『ふゆはふわふわ』 （小学館） 

五味 太郎／作 

『おふろでちゃぷちゃぷ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  いわさき ちひろ／え 

『あったまろう』 （鈴木出版） 

もちはら じろう／作・絵 

『みるなのくら』 （福音館書店） 

おざわ としお／再話  赤羽 末吉／画 

『ゆきむすめ』 （ビリケン出版） 

岸田 衿子／文  スズキ コージ／絵 

『ふくはうち』 （自由国民社） 

中川 ひろたか／文  長谷川 義史／絵 



 
  

日付 内 容 

2/2（日） 実施者：ボランティア 

『まめのかぞえうた』 （鈴木出版） 

西内 ミナミ／さく  和歌山 静子／え 

『ふくわうち おにもうち』 （童心社） 

藤田 勝治／脚本・画 

『どんどんちっちどんちっち』 （学研） 

川崎 洋／作  長 新太／絵 

『こだぬきのおねがい』 （至光社） 

山崎 陽子／文  篠崎 三朗／絵 

２/９（日） 実施者：ボランティア 

『みかんです』 （文化出版局） 

川端 誠／作 

『うさぎのにんじん』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

『いちくんにいくんさんちゃん』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

『りんごのき』 （福音館書店） 

エドアルド・ペチシカ／ぶん  ヘレナ・ズマトリーコバー／え 

2/16（日） 実施者：ボランティア 

『はーい！』 （アリス館） 

みやにし たつや／著 

『わにわにのおふろ』 （福音館書店） 

小風 さち／ぶん  山口 マオ／え 

『ふゆのゆうがた』 （講談社） 

ホルヘ・ルハン／文  マンダナ・サダト／絵 

谷川 俊太郎／訳 

♪やきいもじゃんけん 

『おばあさんのすぷーん』 （福音館書店） 

神沢 利子／さく  富山 妙子／え 

『はなをくんくん』 （福音館書店） 

ルース・クラウス／ぶん  きじま はじめ／やく 

マーク・シーモント／え 



 
  

日付 内 容 

2/22（土） 実施者：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 

『もしもねずみにクッキーをあげると』 （岩崎書店） 

ローラ・ジョフィ・ニューメロフ／文  フェリシア・ボンド／絵 

青山 南／訳 

『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 

体のばし 

『はじめてのおつかい』 （福音館書店） 

筒井 頼子／さく  林 明子／え 

『ふしぎなナイフ』 （福音館書店） 

中村 牧江／さく  林 健造／さく 

福田 隆義／え 

『おおきなかぶ』 （福音館書店） 

A．トルストイ／再話  内田 莉莎子／訳 

佐藤 忠良／画 

3/1（土） 実施者：ボランティア 

『おなべおなべにえたかな』 （福音館書店） 

こいで やすこ／さく 

『つららがぽーっとん』 （福音館書店） 

小野寺 悦子／ぶん  藤枝 つう／え 

『おおはくちょうのそら』 （リブリオ出版） 

手島 圭三郎／絵・文 

『てをみてごらん』 （ＰＨＰ研究所） 

中村 牧江／さく  林 健造／え 

『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 

『三びきのこぶた』 （福音館書店） 

瀬田 貞二／やく  山田 三郎／え 

『おはようぱんじい』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 



 
  

日付 内 容 

3/2（日） 実施者：ボランティア 

『アンガスとあひる』 （福音館書店） 

マージョリー・フラック／さく・え  瀬田 貞二／やく 

♪いっちくたっちく 

  ストーリーテリング 「ねずみ浄土」 

   『子どもに語る日本の昔話 3』（こぐま社）より 

ストーリーテリング 「おおかみと七ひきの子ヤギ」 

   『子どもに語るグリムの昔話』（こぐま社）より 

３/８（土） 実施者：ボランティア 

『ごきげんぶーた』 （教育画劇） 

さとう めぐみ／作・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 

『こねこにこにこねどこでねころぶ』 （ＢＬ出版） 

石津 ちひろ／文  藤枝 リュウジ／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／え 

3/9（日） 実施者：ボランティア 

『さよならさんかく』 （こぐま社） 

わかやま けん／絵 

『きたかぜとたいよう』 （らくだ出版） 

ラ・フォンティーヌ／ぶん  ブライアン・ワイルドスミス／え 

わたなべ しげお／やく 

♪お指の体操 グッパ、グッパ 

『おなべおなべ にえたかな』 （福音館書店） 

こいで やすこ／さく 

『でんしゃでいこう でんしゃでかえろう』 （ひさかたチャイルド） 

間瀬 なおたか／作・絵 

3/16（日） 

※11：30～12：00 

実施者： ボランティア 

『１４ひきのひっこし』 （童心社） 

いわむら かずお／さく 

『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 

『やさいのおなか』 （福音館書店） 

きうち かつ／さく・え 

『エディのやさいばたけ』 （福音館書店） 

サラ ガーランド／さく  まき ふみえ／やく 



 
  

日付 内 容 

3/16（日） 

※15：00～15：30 

実施者： ボランティア 

♪やくそくのうた 

『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 

『ぺったん！』 （あかね書房） 

三枝 三七子／作 

『ふしぎなたけのこ』 （福音館書店） 

松野 正子／さく  瀬川 康男／え 

『うしはどこでも「モ～！」』 （鈴木出版） 

エレン・スラスキー・ワインスティーン／作 

ケネス・アンダーソン／絵  桂 かい枝／訳 

『おおきくなるっていうことは』 （童心社） 

中川 ひろたか／文  村上 康成／絵 

3/22（土） 実施者： ボランティア 

『はるかぜとぷう』 （福音館書店） 

小野 かおる／さく・え 

『おおきくなるっていうことは』 （童心社） 

中川 ひろたか／文  村上 康成／絵 

『ふしぎなおるすばん』 （ポプラ社） 

斉藤 栄美／作  岡本 順／絵 

『どっちかな？』 （ひさかたチャイルド） 

ママダ ミネコ／作・絵 

3/23（日） 実施者： ボランティア 

『仔牛の春』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『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 

『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 

『いちご』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

朗読 「三びきのクマの話」 

『イギリスとアイルランドの昔話』（福音館書店）より 

本の紹介 

『３びきのくま』など 



 
 

日付 内 容 

3/29（日） 実施者： ボランティア 

『きいろいのは ちょうちょ』 （偕成社） 

五味 太郎／作・絵 

『さくら』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／文  矢間 芳子／絵・構成 

♪ぎおんの よざくら ちょういとさいた 

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 

『はたらくんジャー』 （フレーベル館） 

木坂 涼／作  高畠 那生／絵 

『おべんとう』 （福音館書店） 

小西 英子／さく 

♪これくらいの おべんとばこに 

3/30（日） 実施者：ボランティア 

『にているね！？』 （福音館書店） 

五味 太郎／作 

『はるをさがしに』 （偕成社） 

七尾 純／文  久保 秀一／写真 

『おばあちゃんの花』 （佼成出版社） 

内田 麟太郎／ぶん  村上 康成／え 

『むかいあわせ』 （福音館書店） 

よつもと あきら／さく 

『とん ことり』 （福音館書店） 

筒井 頼子／さく  林 明子／え 


