日付
4/６（日）

内

容

実施者：職員
『まるまるころころ』 （童心社）
得田 之久／ぶん

織茂 恭子／え

『たま、また たま』 （アリス館）
星川 ひろ子／著

星川 治雄／著

『とん ことり』 （福音館書店）
筒井 頼子／さく

林 明子／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 「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
4/１２（土）

実施者：職員
『おにぎり』 （福音館書店）
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
『ぐりとぐらのえんそく』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／〔作〕

やまわき ゆりこ／〔絵〕

♪木がのびる
『すえっこおおかみ』 （あすなろ書房）
ラリー・デーン・ブリマー／ぶん
アリアンヌ・デューイ／え

ホセ・アルエゴ／え

まさき るりこ／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
4/１３（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
『コッコさんのともだち』 （福音館書店）
片山 健／さく・え
『きいろいのは ちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
本の紹介
『こんちゅうかくれんぼクイズ』
『やまのぼり』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え

日付
4/２０（日）

内

容

実施者：職員
『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
『ピーターのくちぶえ』 （偕成社）
エズラ＝ジャック＝キーツ／さく

きじま はじめ／やく

『ルラルさんのバイオリン』 （ほるぷ出版）
いとう ひろし／さく
『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
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
4/２６（土）

実施者：職員
『からだのなかでドゥンドゥンドゥン』 （福音館書店）
木坂 涼／ぶん

あべ 弘士／え

『ペチューニアのうた』 （復刊ドットコム）
ロジャー・デュボワザン／さく・え

ふしみ みさを／やく

『ちびすけどっこい』 （こぐま社）
こばやし えみこ／案

ましま せつこ／絵

『いろいろおせわになりました』 （福音館書店）
やぎゅう げんいちろう／さく
『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

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（日）

実施者：職員
『はしるのだいすき』 （福音館書店）
わかやま しずこ／さく
『やさい』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『ありのあちち』 （福音館書店）
つちはし としこ／さく
『すみれとあり』 （福音館書店）
矢間 芳子／さく
♪木がのびる
『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

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

内

容

4/２９（火・祝） 実施者：職員
『とりかえっこ』 （ポプラ社）
さとう わきこ／作

二俣 英五郎／絵

『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

『おしり』 （アリス館）
さとう あきら／写真

さえぐさ ひろこ／文

『ゴロゴロドンドンパラパラパラ』 （こぐま社）
にしまき かやこ／作・絵
ストーリーテリング 「ふしぎなたいこ」
（岩波書店）より
５/３（土）

実施者：職員
♪おてぶし てぶし
『だいどころにもはるがきた』 （福音館書店）
島津 和子／さく
『ちょっといれて』 （偕成社）
さとう わきこ／さく・え
『はっぱ はらっぱら はっぱっぱ』 （福音館書店）
多田 多恵子／ぶん

齋藤 正光／え

『ママ、だいすき！』 （文渓堂）
マリー・マーフィー／作

うみの あさ／訳

『チビねずくんのながーいよる』 （ポプラ社）
ダイアナ・ヘンドリー／作

ジェーン・チャップマン／絵

くぼしま りお／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

日付
５/４（日）

内

容

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／作
『しゅっぱつしんこう！』

（福音館書店）

山本 忠敬／さく
『でんしゃにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
『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
『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

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
５/５（月・祝） 実施者：職員
『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
『バルンくんとおたすけ３きょうだい。
』 （福音館書店）
こもり まこと／さく
『かっきくけっこ』 （くもん出版）
谷川 俊太郎／さく

堀内 誠一／え

『どんどこどん』 （福音館書店）
和歌山 静子／作
『ごろごろにゃーん』 （福音館書店）
長

新太／作・画
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

内

容

５/６（火・祝） 実施者：職員
『びゅ～んびょ～ん』 （新日本出版社）
ふじわら こういち／しゃしん・ぶん
『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

♪パンダ うさぎ コアラ
『いろいろおせわになりました』 （福音館書店）
やぎゅう げんいちろう／さく
『ぐりとぐら』 （福音館書店）
中川 李枝子／さく

大村 百合子／え

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
５/１０（土）

実施者：職員
『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

『まほうのコップ』 （福音館書店）
藤田 千枝／原案

川島 敏生／写真

長谷川

摂子／文

『ちびすけどっこい』 （こぐま社）
こばやし えみこ／案
詩

ましま せつこ／絵

「たいこ」

『いちねんせい』 （小学館）
谷川 俊太郎／詩

和田

誠／絵

『サラダでげんき』 （福音館書店）
角野 栄子／さく
５/１１（日）

長 新太／え

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
『まあ、なんてこと！』 （平凡社）
デイビッド・スモール／作

藤本 朝巳／訳

『へんてこへんてこ』 （佼成出版社）
長

新太／さく

『ことりのうち』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・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

日付
５/１８（土）

内

容

実施者：職員
♪おてぶし てぶし
『ぶたラッパ』 （そうえん社）
下田 昌克／さく・え

谷川 俊太郎／らっぱ

本の紹介
『うさこちゃんとふえ』
『きこえる？きこえるよ』
『これはなみだ？』 （福音館書店）
栗林 慧／写真

長 新太／文

『はっぱのおうち』 （福音館書店）
征矢 清／さく

林 明子／え

『ふしぎなまちのかおさがし』 （岩崎書店）
阪東 勲／写真・文
♪いっぽんのゆびと いっぽんのゆびで
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
５/２４（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
『めんどりヒルダ』 （新風舎）
メリー・ウォーメル／ぶん・え

ほんじょう まなみ／やく

『ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ』 （ペンギン社）
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作
林

坪井 郁美／ぶん

明子／え

『なけないちっちゃいかえる』 （鈴木出版）
エクトル・シエラ／作

やまうち かずあき／絵

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
６/１（日）

実施者：職員・ボランティア
『カエルの目だま』 （福音館書店）
日高 敏隆／文

大野 八生／絵

『さるじぞう』 （金の星社）
いもと ようこ／文・絵
♪やなぎのしたには
『のりもの』 （絵本館）
五味 太郎／作
『そらまめくんのベッド』
なかや みわ／さく・え

（福音館書店）

日付
６/１４（土）

内

容

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・え
『おでこにピツッ』 （ちいさなかがくのとも ５１号）
（福音館書店）
三宮 麻由子／ぶん

斉藤 俊行／え

『あめたろう』 （岩崎書店）
今井 弓子／作・絵
『ぐるりんぱっ』 （アリス館）
まつお ようこ／しゃしん

なかの ひろみ／ぶん

『マクドナルドさんのやさいアパート』 （朔北社）
ジュディ・バレット／文

ロン・バレット／画

ふしみ みさを／訳
ストーリーテリング 「おおかみの眉毛」
『子どもに語る日本の昔話１』（こぐま社）より
６/１５（日）

実施者：職員・ボランティア
『はっぱのなかでみいつけた』 （福音館書店）
ひろの たかこ／さく
『いっしょだよ』 （アリス館）
小寺 卓矢／写真・文
『ねえとうさん』 （小学館）
佐野 洋子／作
『わにさんどきっ はいしゃさんどきっ』 （偕成社）
五味 太郎／作絵
『いぬとねこ』 （光村教育図書）
ソ

ジョンオ／再話

シン ミンジェ／絵

おおたけ きよみ／訳

『がまどんさるどん』 （童話館出版）
大江 和子／文
６/２２（日）

太田 大八／絵

実施者：職員
『コッコさんとあめふり』

（福音館書店）

片山 健／さく・え
『おじさんのかさ』 （講談社）
佐野 洋子／作・絵
『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 「鳥呑爺」

『日本昔話百選』
（三省堂）より

日付
６/２８（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
♪はじまるよ
『おもちゃのかくれんぼ』

（あすなろ書房）

桑原 伸之／さく
『おとうさんのかさ』 （のら書店）
三浦 太郎／作
『あーといってよあー』 （ちいさなかがくのとも ２００９年４月）
（福音館書店）
小野寺 悦子／ぶん

堀川 理万子／え

♪かえるのうた
『おこだでませんように』

（小学館）

くすのき しげのり／作

石井 聖岳／絵

『とどくかな』 （偕成社）
三浦 太郎／〔作〕
６/２９（日）

実施者：職員・ボランティア
わにわにのごちそう『』 （福音館書店）
小風 さち／ぶん

山口 マオ／え

『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

♪おべんとうばこのうた
『へんなおにぎり』 （福音館書店）
長 新太／さく
『プレッツェルのはじまり』 （偕成社）
エリック・カール／作

アーサー・ビナード／訳

『まちにはいろんなかおがいて』 （福音館書店）
佐々木 マキ／文・写真
♪さよんら あんころもち
７/６（日）

実施者：職員
『ちいさなうさこちゃん』

（福音館書店）

ディック・ブルーナ／ぶん え

いしい ももこ／やく

『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

『ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん』 （福音館書店）
中林 影／さく
『どろんこおそうじ』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
ストーリーテリング 「ふしぎなたいこ」
（岩波書店）より

日付
７/１３（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
♪ひげじいさん
『おばけサーカス』 （講談社）
佐野 洋子／作・絵
『１０ぴきのかえるのおくりもの』 （ＰＨＰ研究所）
間所 ひさこ／さく

仲川 道子／え

『あめたろう』 （岩崎書店）
今井 弓子／作・絵
♪糸まき
『すてきな三にんぐみ』 （偕成社）
トミー＝アンゲラー／さく
『うしろにいるのだあれ』

いまえ よしとも／やく
（幻冬舎）

ａｃｃｏｔｏｔｏ／著
７/２０（日）

実施者：職員・ボランティア
『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
『さるのせんせいとへびのかんごふさん』 （ビリケン出版）
穂高 順也／ぶん

荒井 良二／え

♪こどもとこどもがけんかして
『あかちゃんてね』 （小学館）
星川 ひろ子／著

星川

治雄／著

『しずかなまひる』 （こどものとも ２００７年８月）
（福音館書店）
片山 健／〔作〕
７/２６（土）

実施者：職員・ボランティア
『ころちゃんはだんごむし』 （童心社）
高家 博成／さく

仲川 道子／さく

『なつのよる』 （偕成社）
七尾 純／文

久保 秀一／写真

『ともだちやもんな，ぼくら』 （えほんの杜）
くすのき しげのり／作

福田 岩緒／絵

『おしり？』 （新日本出版社）
ふじわら こういち／しゃしん・ぶん
『わたし』 （福音館書店）
谷川 俊太郎／ぶん

長

新太／え

日付
７/２７（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『およぐ』 （福音館書店）
なかの ひろたか／さく
『みつこととかげ』 （福音館書店）
田中 清代／さく
『どうぶつたちはしっている』 （文遊社）
イーラ／写真

マーガレット・ワイズ・ブラウン／文

寺村 摩耶子／訳
『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）
しんぐう すすむ／さく
『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
『きゅうりさんあぶないよ』 （福音館書店）
スズキ コージ／〔作〕
８/３（日）

実施者：職員・ボランティア
『ひろしまのピカ』 （小峰書店）
丸木 俊／え・文
本の紹介
『とうろうながし』
『トビウオのぼうやはびょうきです』
『ひろしまのエノキ』
『はだしのゲン』
『つる』
『わたしのヒロシマ』
『ピカドン』
『はなびのよる』 （佼成出版社）
梅田 俊作／作絵

梅田 佳子／作絵

『へいわってどんなこと？』 （童心社）
浜田 桂子／作

日付
８/６（水）

内

容

実施者：職員
『じろり じろり』 （アリス館）
デイビッド・マッキー／ぶん・え

はら しょう／やく

『むこう岸には』 （ほるぷ出版）
マルタ・カラスコ／作

宇野 和美／訳

『くつがいく』 （童心社）
和歌山 静子／作
『まちんと』 （偕成社）
松谷 みよ子／文

司 修／絵

『８月６日のこと』 （ハモニカブックス）
中川 ひろたか／文
８/１０（日）

長谷川 義史／絵

実施者：職員・ボランティア
♪おはなし会 はじまりのうた
『かにのしょうばい』 （鈴木出版）
新美 南吉／作

山口 マオ／絵

『じんべえざめ』 （文化学園文化出版局）
新宮 晋／著
『ちいさなタグボートポッポ』 （徳間書店）
セバスチャン・ブラウン／作・絵

まえざわ あきえ／訳

♪右手あげて 左手あげて
『はだしになっちゃえ』 （福音館書店）
小長谷 清実／ぶん

サイトウ マサミツ／え

『いろいろバス』 （大日本図書）
ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ／さく
８/１７（日）

実施者：職員
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『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

『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

『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 「きつねのかんちがい」
『子どもに聞かせる日本の民話』
（実業之日本社）より

日付
８/２３（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『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
『ひまわり』 （福音館書店）
和歌山 静子／作
『こんとあき』 （福音館書店）
林 明子／さく
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／編）より

８/２４（日）

実施者：職員・ボランティア
『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

『ちゅ』 （岩崎書店）
ふくだ すぐる／著
『たまごのあかちゃん』 （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

『ちいさなヒッポ』 （偕成社）
マーシャ＝ブラウン／さく

うちだ りさこ／やく

『はじめてのおつかい』 （福音館書店）
筒井 頼子／さく
８/３１（日）

林 明子／え

実施者：職員・ボランティア
『ぐりとぐらのかいすいよく』 （福音館書店）
なかがわ りえこ／さく

やまわき ゆりこ／え

『だるまちゃんとかみなりちゃん』 （福音館書店）
加古 里子／さく・え
『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

『りんごがたべたいねずみくん』 （ポプラ社）
上野 紀子／絵

なかえ よしを／作

日付
９/７（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『どんどこどん』 （福音館書店）
和歌山 静子／作
『三びきのくま』 （偕成社）
レフ＝トルストイ／さく

ウラジミル＝レーベデフ／絵

うちだ りさこ／やく
『万次郎さんとおにぎり』 （こどものとも・年少版 ２０１２年１０月）
（福音館書店）
本田 いづみ／ぶん

北村 人／え

『まほうのコップ』 （福音館書店）
藤田 千枝／原案

川島 敏生／写真

長谷川

摂子／文

『ころころパンダ』 （ひさかたチャイルド）

『だごだごころころ』 （福音館書店）
石黒 渼子／再話
９/１３（土）

梶山

俊夫／再話

梶山 俊夫／絵

実施者：職員・ボランティア
『ちいさなはなよめ』 （教育画劇）
森山 京／作

末崎 茂樹／絵

『ちいさなあかいめんどり』 （徳間書店）
バイロン・バートン／ぶん・え

なかがわ ちひろ／やく

『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

『きつねのテスト』 （ビリケン出版）
おざわ ただし／さく
９/１４（日）

かたやま けん／え

実施者：職員・ボランティア
『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

『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

『いっぽんばしわたる』 （絵本館）
五味 太郎／作・画
『だいくとおにろく』 （福音館書店）
松居 直／再話

赤羽 末吉／画

日付
９/２１（日）

内

容

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

『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

『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

『りんご』 （童心社）
松野 正子／ぶん

鎌田

暢子／え

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
９/２７（土）

実施者：職員・ボランティア
『おつきさまこんばんは』
林

（福音館書店）

明子／さく

『たねのゆめ』 （あかね書房）
立岡 佐智央／作
※フェルト人形で
『だるまさんと』 （ブロンズ新社）
かがくい ひろし／さく
『やまからのてがみ』 （フレーベル館）
千世 繭子／作
９/２８（日）

高野 紀子／絵

実施者：職員
『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

『いいものひろった』 （童心社）
なかの ひろたか／作

二俣 英五郎／絵

『おやおや、おやさい』 （福音館書店）
石津 ちひろ／文

山村 浩二／絵

『つきよのキャベツくん』
長

（文研出版）

新太／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

