日付
４/５（日）

内

容

実施者：職員
『なぞなぞな～に はるのまき』 （福音館書店）
いまき みち／さく・え
『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
『わたしのおべんとう』 （アリス館）
スギヤマ カナヨ／さく
『ぼくのおべんとう』 （アリス館）
スギヤマ カナヨ／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

４/１２（日）

実施者：職員
『ちもちも』 （アリス館）
ひろかわ さえこ／さく
『くだものなんだ』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
『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

『はこははこ？』 （光村教育図書）
アントワネット・ポーティス／作

中川 ひろたか／訳

『はこちゃん』 （講談社）
かんの ゆうこ／文

江頭 路子／絵

ストーリーテリング 「化けくらべ」
『鬼とあんころもち』
（小澤昔ばなし研究所）より
４/１９（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

『わたしのおべんとう』 （アリス館）
スギヤマ カナヨ／さく
『しょうぼうじどうしゃじぷた』 （福音館書店）
渡辺 茂男／さく

山本

忠敬／え

『でんしゃにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
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
４/２６（日）

内

容

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・え
『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

『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／〔作〕
『ガンピーさんのドライブ』 （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

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
４/２９（水・祝） 実施者：職員・ボランティア
♪ろくそくポッ
『ねずみの でんしゃ』 （ひさかたチャイルド）
山下 明生／作

岩村 和朗／絵

『しょうぼうじどうしゃじぷた』 （福音館書店）
渡辺 茂男／さく

山本

忠敬／え

♪手遊び あたま かた ひざ ポン
『あれあれ？そっくり！』

（ブロンズ新社）

今森 光彦／著
『くわずにょうぼう』 （福音館書店）
稲田 和子／再話

赤羽 末吉／画

♪ろくそくポッ
５/３（日）

実施者：職員
『おひるねこねこ 』 （福音館書店）
金尾 恵子／さく
『ぞうくんのさんぽ』 （福音館書店）
なかの ひろたか／さく・え

なかの まさたか／レタリング

『のりものだいすき』 （岩波書店）
Ｈ．Ａ．レイ／原作

福本 友美子／訳

『ぼくのきしゃポッポー』

（ＢＬ出版）

市川 里美／作
『おしりがいっぱい』 （福音館書店）
藪内 正幸／さく
本の紹介
『よもぎだんご』
♪さよならあんころもち

日付

内

容

５/４（月・祝） 実施者：職員
『ちいさなバス』 （福音館書店）
片平 直樹／文

歌田 典子／絵

『ゆうちゃんのみきさーしゃ』 （福音館書店）
村上 祐子／さく

片山 健／え

『でんしゃえほん』 （ビリケン出版）
井上 洋介／〔作〕
『ニニのゆめのたび』 （評論社）
アニタ・ローベル／さく

まつかわ まゆみ／やく

『おべんとう』 （福音館書店）
小西 英子／さく
５/５（火・祝） 実施者：職員
『なにのこどもかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき／〔作〕
『じてんしゃにのるアヒルくん』 （評論社）
デイヴィッド・シャノン／さく

小川 仁央／やく

『タコのバス 』 （福音館書店）
長 新太／さく
『たろうのおでかけ』 （福音館書店）
村山 桂子／作

堀内 誠一／画

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
５/６（水・祝） 実施者：職員
『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店）
小西 英子／さく
『ぼくのおべんとう』 （アリス館）
スギヤマ カナヨ／さく
本の紹介
『わたしのおべんとう』
『ぐりとぐらのえんそく』
中川 李枝子／文

（福音館書店）

山脇 百合子／絵

『エンソくんきしゃにのる』 （福音館書店）
スズキ コージ／さく
『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店）
安西 水丸／さく

日付
５/１０（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『きかんしゃがとおるよ』

（長崎出版）

ゴールデン・マクドナルド／さく

レナード・ワイスガード／え

こみや ゆう／やく
♪いっちく たっちく
ストーリーテリング 「さる地蔵」
『子どもに語る日本の昔話１』
（こぐま社）より
ストーリーテリング 「くわず女房」
『子どもに語る日本の昔話３』
（こぐま社）より
５/１７（日）

実施者：職員
『まかせとけ』 （偕成社）
三浦 太郎／〔作〕
『ハンダのめんどりさがし』 （光村教育図書）
アイリーン・ブラウン／作
『どうやってねるのかな』

福本 友美子／訳
（福音館書店）

やぶうち まさゆき／〔作〕
『ペレのあたらしいふく』

（福音館書店）

エルサ・ベスコフ／文・絵

おのでら ゆりこ／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
５/２４（日）

実施者：職員・ボランティア
『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

『このすしなあに』 （ポプラ社）
塚本 やすし／作
♪手遊び おべんとうばこのうた
『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

『ぼく、だんごむし』 （福音館書店）
得田 之久／ぶん

たかはし きよし／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
『ねえとうさん』 （小学館）
佐野 洋子／作

日付
５/３１（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『ぼくのさんりんしゃ』 （福音館書店）
津田 櫓冬／さく・え
『コップ』
（こどものとも年中向き ２００２年８月） （福音館書店）
いまき みち／さく
『これはなみだ？』 （福音館書店）
栗林 慧／写真

長 新太／文

『おだんごぱん』 （福音館書店）
わきた かず／え
６/１４（日）

せた ていじ／やく

実施者：職員・ボランティア
『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社）
わかやま けん／絵

森

比左志／文

わだ よしおみ／文

『１１ぴきのねこ 』 （こぐま社）
馬場 のぼる／著
『あめこんこん』 （講談社）
松谷 みよ子／文

武田 美穂／絵

♪あがりめ さがりめ
本の紹介
『あがりめさがりめ』
『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

『すみれおばあちゃんのひみつ』 （偕成社）
植垣 歩子／さく

日付
６/２１（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
♪とんとんとん ひげじいさん
『１４ひきのあさごはん』

（童心社）

いわむら かずお／作
『あめふり』 （福音館書店）
さとう わきこ／さく・え
『ぞうくんのあめふりさんぽ』 （福音館書店）
なかの ひろたか／さく・え
♪くいしんぼうのゴリラ
『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

『だいくとおにろく』 （福音館書店）
松居 直／再話

赤羽 末吉／画

『はらぺこあおむし』 （偕成社）
エリック・カール／さく
６/２８（日）

もり ひさし／やく

実施者：職員・ボランティア
『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
『およぐ』 （福音館書店）
なかの ひろたか／さく
『どろんこ』 （福音館書店）
長谷川 摂子／ぶん

英

伸三／写真

梅雨のなぞなぞ
『つぶむこ』 （福音館書店）
小林 輝子／再話

飯野

和好／え

『ふってきました』 （講談社）
もとした いづみ／文

石井 聖岳／絵

日付
７/５（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
♪はじまるよ
『ちいさなきいろいかさ』

（金の星社）

にしまき かやこ／イラスト

もり ひさし／シナリオ

『くんちゃんとにじ』 （ペンギン社）
ドロシー・マリノ／さく

まさき るりこ／やく

♪たなばたのうた
『たなばたまつり』 （講談社）
松成 真理子／作
『パンダ銭湯』 （絵本館）
ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ／さく
７/１２（日）

実施者：職員・ボランティア
『うみへいったひ』 （ひさかたチャイルド）
相野谷 由起／作・絵
『たんぼのぎょうれつ』 （ちいさなかがくのとも ２００９年５月）
（福音館書店）
笠野 裕一／さく
『おいしいみず』 （農山漁村文化協会）
片山 健／さく・え
『ききみみずきん』 （岩崎書店）
広松 由希子／ぶん

７/19（日）

降矢 なな／え

実施者：職員・ボランティア
『せとうちたいこさんデパートいきタイ』 （童心社）
長野 ヒデ子／さく
『おじいさんと１０ぴきのおばけ』 （ひかりのくに）
にしかわ おさむ／作・絵
『りんごかもしれない』 （ブロンズ新社）
ヨシタケ シンスケ／作
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作

日付
７/２６（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
♪手遊び はじまるよ
『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
♪手遊び もも りんご なし パイナップル
『すいかです』 （文化出版局）
川端 誠／作
『とべ かぶとむし』 （福音館書店）
得田 之久／さく
♪英語の手遊び
『１４ひきのとんぼいけ』

（童心社）

いわむら かずお／さく
♪手遊び くいしんぼうのゴリラ
『お月さまってどんなあじ？』 （セーラー出版）
ミヒャエル・グレイニェク／絵と文
８/２（日）

いずみ ちほこ／訳

実施者：職員・ボランティア
『うみのおふろやさん』 （ひさかたチャイルド）
とよた かずひこ／さく・え
『ぐるんぱのようちえん』
西内 ミナミ／さく

（福音館書店）

堀内 誠一／え

『ぼくのパパはおおおとこ』 （セーラー出版）
カール・ノラック／文

イングリッド・ゴドン／絵

いずみ ちほこ／訳
『ベルナルさんのぼうし』
いまい あやの／作

（ＢＬ出版）

日付
８/９（日）

内

容

実施者：職員
『まちんと』 （偕成社）
松谷 みよ子／文

司 修／絵

『さがしています』 （童心社）
アーサー・ビナード／作

岡倉 禎志／写真

『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

『おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！』
ジェニー・スー・コステキ＝ショー／作

（光村教育図書）

宮坂 宏美／訳

『へいわってどんなこと？』 （童心社）
浜田 桂子／作
８/１６（日）

実施者：職員・ボランティア
『おたまじゃくしのチャム』 （偕成社）
竹中 マユミ／文・絵
『すてきな三にんぐみ』 （偕成社）
トミー＝アンゲラー／さく

いまえ よしとも／やく

『くれよんのくろくん』 （童心社）
なかや みわ／さく・え
♪おてぶしぶし
『わにわにのおでかけ』 （福音館書店）
小風 さち／ぶん
８/２３（日）

山口 マオ／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

『タンタンのぼうし』 （偕成社）
いわむら かずお／作
『あのやまこえてどこいくの』 （アリス館）
ひろかわ さえこ／作
『やぶかのはなし』 （福音館書店）
栗原 毅／ぶん

長 新太／え

『かかかかか』 （偕成社）
五味 太郎／作

日付
８/３０（日）

内

容

実施者：職員
『やだ！』 （徳間書店）
ジェズ・オールバラ／作・絵
『ぼくとようせいチュチュ』 （ひさかたチャイルド）
かさい まり／作・絵
『さがりばな』 （講談社）
横塚 眞己人／作
『ボリスのすてきなふね』

（講談社）

ディック＝ブルーナ／さく

かどの えいこ／やく

『ぼく、おおきくなるからね！』 （鈴木出版）
くすのき しげのり／作

わたなべ ゆういち／絵

『おつきみどろぼう』 （世界文化社）
ねぎし れいこ／作，花之内 雅吉／絵
♪やなぎのしたには（じゃんけん）
９/６（日）

実施者：職員・ボランティア
『ぼくのかさ』 （ちいさなかがくのとも ２０１５年６月）
（福音館書店）
杉田 比呂美／さく
『えんやら りんごの木』
松谷 みよ子／文

（偕成社）

遠藤 てるよ／絵

『にんじんのたね』 （こぐま社）
ルース・クラウス／さく

クロケット・ジョンソン／え

おしお たかし／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

『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

『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『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
『どんぐりどんぐり』
（こどものとも０．１．２． ２００5 年 11 月）
降矢 なな／さく

（福音館書店）

日付
９/１３（日）

内

容

実施者：職員・ボランティア
『タビの雑貨屋』 （学研）
寺田 順三／作・絵
『ほしをつかまえたおうじ』 （エムジー・コーポレーション）
そら／作・絵
『よるくま』 （偕成社）
酒井 駒子／作・絵
『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
『ちいさなたいこ』 （福音館書店）
松岡 享子／さく
９/20（日）

秋野 不矩／え

実施者：職員
『ころわんところころ』 （ひさかたチャイルド）
間所 ひさこ／作

黒井

健／絵

『ぎょうれつのできるはちみつやさん』 （教育画劇）
ふくざわ ゆみこ／さく
『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

『つきよ』 （教育画劇）
長

新太／さく

