日付
１０/５（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『あきですよ』 （金の星社）
柴田 晋吾／さく

津田 真帆／え

『あたまがいけ』 （こどものとも ２０１４年３月）
（福音館書店）
日野 十成／再話

斎藤 隆夫／絵

『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
♪どんぐりころちゃん （実物のどんぐりを見せた後で）
『ばけばけはっぱ』 （ハッピーオウル社）
藤本 ともひこ／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

『おなかがすいた』 （福音館書店）
佐々木 マキ／〔作〕
♪さよなら あんころもち
１０/１２（日） 実施者：職員・ボランティア
『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

『どうやってねるのかな』

（福音館書店）

やぶうち まさゆき／〔作〕
『おおきなおおきな木』 （金の星社）
よこた きよし／作

いもと ようこ／絵

『ふしぎなボジャビのき』

（光村教育図書）

ダイアン・ホフマイアー／再話
さくま ゆみこ／訳

ピート・フロブラー／絵

日付

内

容

１０/１９（日） 実施者：職員
『しりとりしりとりあきのまき』
（こどものとも年少版 １９９３年１１月） （福音館書店）
いまき みち／さく
『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
『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

『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

『おちゃのじかん』 （佼成出版社）
土橋 とし子／著
１０/２６（日） 実施者：職員・ボランティア
『おおかみと七ひきのこやぎ』 （福音館書店）
グリム／〔原作〕

フェリクス・ホフマン／え

せた ていじ／やく
『バナナじけん』 （ＢＬ出版）
高畠 那生／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

『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
１１/２（日）

実施者：職員・ボランティア
『よぞらのほしは』 （フレーベル館）
村上 康成／作
『ルラルさんのバイオリン』 （ポプラ社）
いとう ひろし／作
♪手遊び いちにのさ～んの にのしのご～
『ふしぎなナイフ』 （福音館書店）
中村 牧江／さく

林 健造／さく

『１００まんびきのねこ』
ワンダ・ガアグ／ぶん・え

福田 隆義／え

（福音館書店）
いしい ももこ／やく

日付

内

容

１１/３（月・祝） 実施者：職員・ボランティア
『くろねこかあさん』 （福音館書店）
東

君平／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

『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

『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 「サルのきも」
『子どもに聞かせる世界の民話』
（実業之日本社）より
１１/８（土）

実施者：職員・ボランティア
『としょかんたんていゆめきちくん』 （評論社）
Ｊ‐Ｂ．バロニアン／ぶん

Ｌ．Ｌ．アファノ／え

佐藤 見果夢／やく
『かくれんぼどうぶつえん』 （アリス館）
今森 光彦／切り絵

石津 ちひろ／文

『ダンゴムシみつけたよ』

（ポプラ社）

皆越 ようせい／写真・文
『おべんとうばこのうた』

（ひさかたチャイルド）

さいとう しのぶ／構成・絵
『おでんおんせん』 （福音館書店）
山田 ゆみ子／さく
１１/９（日）

実施者：職員・ボランティア
『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

『秋』 （絵本館）
五味 太郎／作
『おどりトラ』 （福音館書店）
金森 襄作／再話

鄭 琡香／画

日付

内

容

１１/１６（日） 実施者：職員・ボランティア
『なにのあしあとかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき／〔作〕
『ながいでしょりっぱでしょ』 （ＰＨＰ研究所）
サトシン／作

山村 浩二／絵

『ねずみのすもう』 （ほるぷ出版）
二俣 英五郎／え

樋口 淳／ぶん

♪ミッキーマウスのうた
『ぼくのにんじん』 （ペンギン社）
ルース・クラウス／さく

クロケット・ジョンソン／え

わたなべ しげお／やく
『かたあしだちょうのエルフ』 （ポプラ社）
おのき がく／ぶん・え
１１/２２（土） 実施者：職員・ボランティア
『コッコさんのともだち』

（福音館書店）

片山 健／さく・え
『もうふくん』 （ひさかたチャイルド）
山脇 恭／作

西巻 茅子／絵

『１はゴリラ』 （岩波書店）
アンソニー・ブラウン／作

さくま ゆみこ／訳

『ミルクこぼしちゃだめよ！』 （ほるぷ出版）
スティーヴン・デイヴィーズ／文

クリストファー・コー／絵

福本 友美子／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
１１/２３（日） 実施者：職員・ボランティア
『けいとだま』 （福音館書店）
大槻 あかね／さく
『おひさまぽかぽか』 （福音館書店）
笠野 裕一／作
『おおかみのチキンシチュー』 （西村書店）
カザ敬子／文・絵
『おつきさまこんばんは』
林

（福音館書店）

明子／さく

『ないた』 （金の星社）
中川 ひろたか／作

長

新太／絵

『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

日付

内

容

１１/３０（日） 実施者：職員・ボランティア
『きんぎょがにげた』 （福音館書店）
五味 太郎／作
『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

『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

『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

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
１２/７（日）

実施者：職員・ボランティア
『わにわにのおふろ』 （福音館書店）
小風 さち／ぶん

山口 マオ／え

『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』
『クリスマスがせめてくる』 （福音館書店）
小野 かおる／さく・え
『のぞく』 （福音館書店）
天野 祐吉／文

後藤田 三朗／写真

大社 玲子／絵

『ぞうのボタン』 （冨山房）
うえの のりこ／さく
１２/１３（土） 実施者：職員・ボランティア
『おちばがおどる』 （ポプラ社）
いとう ひろし／作
『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

『おもちのきもち』 （講談社）
かがくい ひろし／作・絵
♪１と１で
『ふゆはふわふわ』 （小学館）
五味 太郎／作
『ゆきのひのおはなし』 （小峰書店）
かこ さとし／さく

日付

内

容

１２/１４（日） 実施者：職員・ボランティア
『すてきなすてきなアップルパイ』 （鈴木出版）
寮

美千子／作

篠崎 三朗／絵

『きたかぜとたいよう』 （岩崎書店）
〔イソップ／原作〕

蜂飼 耳／文

山福 朱実／絵

『うしろにいるのだあれ みずべのなかまたち』 （新風舎）
ふくだ としお／さく
♪いとまきのうた
『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

『クリスマスのゆきだるま』 （小学館）
アンドレ・ダーハン／さく

田島 かの子／やく

１２/２１（日） 実施者：職員・ボランティア
『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

『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
『おとうさんあそぼう』 （福音館書店）
わたなべ しげお／ぶん

おおとも やすお／え

『ちょっとだけ』 （福音館書店）
滝村 有子／さく

鈴木 永子／え

１２/２７（土） 実施者：職員
『にらめっこしましょ』 （福音館書店）
長 新太／さく
『ちょろりんのすてきなセーター』 （福音館書店）
降矢 なな／さく・え
『あったまろう』 （鈴木出版）
もろはら じろう／作・絵
『てんぱたんてんぱた』 （福音館書店）
梶山 俊夫／再話・絵
♪

おしょうがつ

日付

内

容

１２/２８（日） 実施者：職員
『十二支のしりとりえほん』 （教育画劇）
高畠 純／作
『１４ひきのもちつき』 （童心社）
いわむら かずお／さく
『おかしなゆきふしぎなこおり』 （ポプラ社）
片平 孝／写真・文
『かさじぞう』 （福音館書店）
瀬田 貞二／再話
1/11（日）

赤羽 末吉／画

実施者：職員・ボランティア
♪ひげじいさん
『ぼくのくれよん』 （講談社）
長

新太／おはなし・え

『しんちゃんのひつじ』 （文化出版局）
川村 みどり／文

すぎはら ともこ／絵

『ナイトキャット』 （実業之日本社）
リサ・ラーソン／絵

ヨハンナ・ラーソン／絵

ジェームス・ブレーク／文

角田 光代／訳

『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

『ねこガム』 （福音館書店）
きむら よしお／作
『いろいろおふろはいり隊！』 （教育画劇）
穂高 順也／作

西村 敏雄／絵

『こぶたちゃんのそりあそび』 （フレーベル館）
レオ・ティマース／さく・え
１/18（日）

ひしき あきらこ／やく

実施者：職員・ボランティア
『ゆきのひのおはなし』 （小峰書店）
かこ さとし／さく
『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

『ラチとらいおん』 （福音館書店）
マレーク・ベロニカ／ぶん・え

とくなが やすもと／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
1/2４（土）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄／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

『ゆき』 （富山房）
ジョン・バーニンガム／作

谷川 俊太郎／訳

『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 「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
1/25（日）

実施者：職員・ボランティア
『あなたがだいすき』 （フレーベル館）
リザ・ベイカー／作

デイビッド・マクフェイル／絵

日当 陽子／訳
『ふゆのくまさん』 （アリス館牧新社）
ルース・クラフト／ぶん

エリック・ブレッグバッド／え

やまだしゅうじ／やく
♪手遊び じゃんけんあそび
『うさこちゃんびじゅつかんへいく』 （福音館書店）
ディック・ブルーナ／ぶん・え

まつおか きょうこ／やく

『ふわふわなあに』 （福音館書店）
浅川 真紀／構成・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
２/１（日）

実施者：職員
『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・え
『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
『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
『ねずみのおいしゃさま』
なかがわ まさふみ／さく

（福音館書店）
やまわき ゆりこ／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
２/８（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『ふゆめがっしょうだん』
冨成 忠夫／写真

（福音館書店）

茂木 透／写真

長 新太／文

『だるまちゃんとてんぐちゃん』 （福音館書店）
加古 里子／さく・え
♪おおきくなったら なんになる
『こねこのチョコレート』

（こぐま社）

Ｂ．Ｋ．ウィルソン／作

大社 玲子／絵

小林 いづみ／訳
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
２/１５（土）

実施者：職員
『タンタンのずぼん』 （偕成社）
いわむら かずお／作
『ぶかぶかティッチ』 （福音館書店）
パット・ハッチンス／さく・え

いしい ももこ／やく

『ねぼすけス―ザのセ―タ―』 （福音館書店）
広野 多珂子／作
『どうぶつにふくをきせてはいけません』 （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
『そらはだかんぼ』 （偕成社）
五味 太郎／作
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
２/２２（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／〔作〕
『まいごのアンガス』 （福音館書店）
マージョリー・フラック／さく・え

瀬田 貞二／やく

『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

『ふしぎなボジャビのき』

（光村教育図書）

ダイアン・ホフマイアー／再話

ピート・フロブラー／絵

さくま ゆみこ／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

日付
２/２８（土）

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〕
『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

『仔牛の春』 （偕成社）
五味 太郎／作
『こすずめのぼうけん』 （福音館書店）
ルース・エインワース／さく

ほりうち せいいち／え

いしい ももこ／やく
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１』
（実業之日本社）より
３/１（日）

実施者：職員
『もぐもぐ』 （ポプラ社）
井上 洋介／さく・え
『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
『ことりのおさら』 （ちいさなかがくのとも ２０１０年１月）
（福音館書店）
叶内 拓哉／ぶん・しゃしん
『みるなのくら』 （福音館書店）
おざわ としお／再話

赤羽 末吉／画

♪あたま かた ひざ ポン
『あかくんでんしゃとはしる』 （福音館書店）
あんどう としひこ／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
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
３/８（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『あかちゃんかたつむりのおうち』 （福音館書店）
いとう せつこ／ぶん

島津 和子／え

『ふしぎなボジャビのき』

（光村教育図書）

ダイアン・ホフマイアー／再話

ピート・フロブラー／絵

さくま ゆみこ／訳
『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
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
３/１４（土）

実施者：職員・ボランティア
『ふゆめがっしょうだん』
冨成 忠夫／写真

（福音館書店）

茂木 透／写真

長 新太／文

『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

『ジオジオのかんむり』 （福音館書店）
岸田 衿子／作

中谷 千代子／画

『ちいさなかえるくん』 （ちいさなかがくのとも ２００５年５月号）
（福音館書店）
甲斐 信枝／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

『犬子むかし』 （トモ企画）
太田 大八／え

大江 ちさと／ぶん

日付
３/２２（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
♪手遊び ひげじいさん
『てじな』 （福音館書店）
土屋 富士夫／作
『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
『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
♪手遊び ねこのこ
『きいろいのは ちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎／作・絵
『ちいさいモモちゃん おいしいもののすきなくまさん』
松谷 みよ子／文

中谷 千代子／絵

『はるかぜとぷう』 （福音館書店）
小野 かおる／さく・え
３/２８（土）

実施者：職員・ボランティア
♪ずくぼんじょ
『めの まど あけろ』 （福音館書店）
谷川 俊太郎／ぶん

長

新太／え

『めざめのもりのいちだいじ』 （福音館書店）
ふくざわ ゆみこ／さく
『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

『ぼくのにんじん』 （ペンギン社）
ルース・クラウス／さく

クロケット・ジョンソン／え

わたなべ しげお／やく
『ポッダとポッディ』 （福音館書店）
シビル・ウェッタシンハ／作

松岡 享子／訳

『さくら』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

矢間 芳子／絵・構成

（講談社）

日付
３/２９（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『やさいさん』 （学研教育出版）
ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ／さく
『さくら』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

矢間 芳子／絵・構成

『たんぽぽ』 （金の星社）
甲斐 信枝／作・絵
♪おはながわらった
『おなべおなべにえたかな？』 （福音館書店）
こいで やすこ／さく
紙あそび
本の紹介
『どうぶついろいろかくれんぼ』
♪さよならあんころもち

