
日付 内 容

４/２（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〕

『いちご』 （福音館書店）

平山 和子 さく

『おいしいおと』 （福音館書店）

三宮 麻由子 ぶん  ふくしま あきえ え

『ふくろのなかにはなにがある？』 （ほるぷ出版）

ポール・ガルドン 再話・絵  こだま ともこ 訳

４/９（日） 実施者：職員

『だれかな？だれかな？』 （福音館書店）

なかや みわ さく

『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

『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

『あしにょきにょきにょき』 （岩崎書店）

深見 春夫 作・絵

ストーリーテリング 「金いろとさかのおんどり」

   『おはなしのろうそく３』（東京子ども図書館）より

４/１６（日） 実施者：ボランティア

『でてこいでてこい』 （福音館書店）

はやし あきこ さく

『でんしゃにのって』 （アリス館）

とよた かずひこ 著

『おきたらごはん』 （福音館書店）

岩合 光昭 〔作〕

『うしはどこでも「モー！」』 （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

『どろんこハリー』 （福音館書店）

ジーン・ジオン ぶん  マーガレット・ブロイ・グレアム え

わたなべ しげお やく

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 内 容

４/２３（日） 実施者：職員

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）

齋藤 槙 さく

『どうぶつたいじゅうそくてい』 （アリス館）

聞かせ屋。けいたろう 文  高畠 純 絵

『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

『なにのあしあとかな』 （福音館書店）

やぶうち まさゆき 〔作〕

『どうぶつのおかあさん』 （福音館書店）

小森 厚 ぶん  薮内 正幸 え

『ないしょのおともだち』 （ほるぷ出版）

ビバリー・ドノフリオ 文  バーバラ・マクリントック 絵

福本 友美子 訳

本の紹介

『ないしょのかくれんぼ』

４/２９（土・祝） 実施者：職員

♪たんぽぽはいそがしい

『どうぶつしりとりえほん』 （岩崎書店）

藪内 正幸 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

『いぬおことわり！』 （偕成社）

Ｈ．Ａ．レイ え  マーガレット・ワイズ・ブラウン さく

ふくもと ゆみこ やく

♪いっぽんといっぽんで

『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 「鳥呑爺」

   『日本昔話百選』（三省堂）より



日付 内 容

４/３０（日） 実施者：職員

『どうやってねるのかな』 （福音館書店）

やぶうち まさゆき 〔作〕

『ぐりとぐらのえんそく』 （福音館書店）

なかがわ りえこ 〔著〕  やまわき ゆりこ 〔絵〕

『だるまさんが』 （ブロンズ新社）

かがくい ひろし さく

『きかんしゃホブ・ノブ』 （福音館書店）

ルース・エインズワース 作  安徳 瑛 画  上條 由美子 訳

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

５/３（水・祝） 実施者：職員

『ことりのうち』 （福音館書店）

さとう わきこ さく・え

『だれのズボン？』 （クレヨンハウス）

スティーナ・ヴィルセン さく  ヘレンハルメ 美穂 やく

『てじな』 （福音館書店）

土屋 富士夫 作

『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

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

５/４（木・祝） 実施者：職員

『わかるかな？』 （新日本出版社）

ふじわら こういち しゃしん・ぶん

『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

『きいろいのは ちょうちょ』 （偕成社）

五味 太郎 作・絵

『しおちゃんとこしょうちゃん』 （福音館書店）

ルース・エインズワース さく  こうもと さちこ やく・え

本の紹介

『ほんとのおおきさ動物園』

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

５/５（金・祝） 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

『１１ぴきのねこ』 （こぐま社）

馬場 のぼる 著

『どうぶつしんちょうそくてい』 （アリス館）

聞かせ屋。けいたろう 文  高畠 純 絵

『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

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

５/７（日） 実施者：職員

『おきたらごはん』 （福音館書店）

岩合 光昭 〔作〕

『すずめくんどこでごはんたべるの？』 （福音館書店）

たしろ ちさと ぶん・え

『おべんとう』 （福音館書店）

小西 英子 さく

♪たんぽぽはいそがしい

『くわずにょうぼう』 （福音館書店）

稲田 和子 再話  赤羽 末吉 画

ストーリーテリング 「鳥呑爺」

   『日本昔話百選』（三省堂）より

５/１４（日） 実施者：ボランティア

『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〕

『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

『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

『よもぎだんご』 （福音館書店）

さとう わきこ さく

『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 「団子聟」

   『日本昔話百選』（三省堂）より



日付 内 容

５/２１（日） 実施者：職員

『いちじくにんじん』 （福音館書店）

大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室 案  ごんもり なつこ 絵

♪いちじくにんじん

『ハンダのびっくりプレゼント』 （光村教育図書）

アイリーン・ブラウン 作  福本 友美子 訳

『まあちゃんのながいかみ』 （福音館書店）

たかどの ほうこ さく

『きかんしゃホブ・ノブ』 （福音館書店）

ルース・エインズワース 作  安徳 瑛 画  上條 由美子 訳

♪たんぽぽはいそがしい

『歯いしゃのチュー先生』 （評論社）

ウィリアム・スタイグ ぶんとえ  うつみ まお やく

５/２８（日） 実施者：職員

『そらいろのたね』 （福音館書店）

中川 李枝子 さく  大村 百合子 え

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）

齋藤 槙 さく

『ももたろう』 （福音館書店）

松居 直 文  赤羽 末吉 画

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

６/４（日） 実施者：ボランティア

『おひさまとおつきさまのけんか』 （ポプラ社）

せな けいこ 作・絵

『あめのひは いいてんき』 （福音館書店）

川崎 洋 ぶん  中根 のり子 え

『よくばりすぎたねこ』 （ＰＨＰ研究所）

さとう わきこ 作・絵

『けちんぼおおかみ』 （偕成社）

神沢 利子 文  赤羽 末吉 絵

『のせてのせて』 （童心社）

松谷 みよ子 文  東光寺 啓 え



日付 内 容

６/１１（日） 実施者：ボランティア

♪ロウソク ぽっ

『どうやってねるのかな』 （福音館書店）

やぶうち まさゆき 〔作〕

『かさ』 （福音館書店）

松野 正子 さく  原田 治 え

♪１と５で

『おじさんのかさ』 （講談社）

佐野 洋子 作・絵

『せかいいちおおきなうち』 （好学社）

レオ・レオニ 作  谷川 俊太郎 訳

『じんべえざめ』 （文化学園文化出版局）

新宮 晋 著

♪ロウソク ふっ

６/１８（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

『まっかっかトマト』 （童心社）

いわさ ゆうこ さく

『ぼくはかさ』 （ポプラ社）

せな けいこ 作・絵

『きゃっきゃキャベツ』 （童心社）

いわさ ゆうこ さく

『こんとあき』 （福音館書店）

林 明子 さく

『そらはだかんぼ』 （偕成社）

五味 太郎 作



日付 内 容

６/２５（日） 実施者：ボランティア

『まっかっかトマト』 （童心社）

いわさ ゆうこ 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

『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

『アリからみると』 （福音館書店）

桑原 隆一 文  栗林 慧 写真

『きんのたまごのほん』 （童話館出版）

マーガレット・ワイズ・ブラウン さく

レナード・ワイスガード え  わたなべ しげお やく

♪いち にの さん

『カワセミとヒバリとヨタカ』 （小学館）

あべ 弘士 作

７/２（日） 実施者：ボランティア

『ピクニック』 （ＢＬ出版）

ジョン・バーニンガム 作  谷川 俊太郎 訳

『まじょのくつ』 （ハッピーオウル社）

さとう めぐみ ぶんとえ

『くだものなんだ』 （福音館書店）

きうち かつ さく・え

♪七夕

『かにのしょうばい』 （鈴木出版）

新美 南吉 作  山口 マオ 絵

『ラッコ』 （新日本出版社）

久保 敬親 写真・文

『うみべのいちにち』 （講談社）

ナタリー・テュアル 作  イリヤ・グリーン 絵

とき ありえ 訳

『かにこちゃん』 （くもん出版）

きしだ えりこ さく  ほりうち せいいち え



日付 内 容

７/９（日） 実施者：ボランティア

『おおきくなってね』

（こどものとも年少版 ２０１７年７月） （福音館書店）

ごんもり なつこ さく

『トマトさん』 （福音館書店）

田中 清代 さく

『うらしまたろう』 （福音館書店）

時田 史郎 再話  秋野 不矩 画

『てじな』 （福音館書店）

土屋 富士夫 作

『なつのおとずれ』 （ＰＨＰ研究所）

かがくい ひろし 作・絵

７/２３（日） 実施者：ボランティア

『うしろにいるのだあれ』 （新風舎）

ふくだ としお さく

『むんむんあついひ』 （福音館書店）

こいで やすこ さく

『やさいのおなか』 （福音館書店）

きうち かつ さく・え

『めっきらもっきらどおんどん』 （福音館書店）

長谷川 摂子 作  ふりや なな 画

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

７/３０（日） 実施者：ボランティア

『かぼちゃばたけ』 （福音館書店）

片山 令子 ぶん  土橋 とし子 え

『まっかっかトマト』 （童心社）

いわさ ゆうこ さく

『これ、もっていき』 （講談社）

村上 しいこ 文  伊藤 秀男 絵

『うえきばちです』 （ＢＬ出版）

川端 誠 作

『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



日付 内 容

８/６（日） 実施者：職員

『青いかいじゅうと赤いかいじゅう』 （アーニ出版）

デイビッド・マッキー 作  きたざわ きょうこ 文

『まちんと』 （偕成社）

松谷 みよ子 文  司 修 絵

『絵本まっ黒なおべんとう』 （新日本出版社）

児玉 辰春 文  長澤 【靖】 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

本の紹介

『わたしのヒロシマ』

『絵で読む広島の原爆』

『ヒロシマの風』

『３＋６の夏』

『わたしがちいさかったときに』

『大砲のなかのアヒル』

『広島の木に会いにいく』

８/９（水） 実施者：職員

『くつがいく』 （童心社）

和歌山 静子 作

『へいわってどんなこと？』 （童心社）

浜田 桂子 作

本の紹介

『平和を考える戦争遺物』

『さがしています』

『たったひとりの戦い』 （徳間書店）

アナイス・ヴォージュラード 作・絵  平岡 敦 訳

本の紹介

『ドームがたり』

『パンプキン！』

『ナガサキの命』

『ながさきの子うま』

『明日の平和をさがす本』



日付 内 容

８/１３（日） 実施者：ボランティア

『ライオンさんカレー』 （ひさかたチャイルド）

夏目 尚吾 作・絵

『ももんちゃんのっしのっし』 （童心社）

とよた かずひこ さく・え

『にゃーご』 （鈴木出版）

宮西 達也 作・絵

『へいわってすてきだね』 （ブロンズ新社）

安里 有生 詩  長谷川 義史 画

♪おはなしゆびさん

『ぼうさまになったからす』 （偕成社）

松谷 みよ子 文  司 修 絵

本の紹介

『３００００このすいか』

『島ひきおに』

『ほっぷすてっぷかぶとむし』

♪さよならあんころもち

８/２７（日） 実施者：ボランティア

『あめあめふれふれねずみくん』 （ポプラ社）

なかえ よしを 作  上野 紀子 絵

『おやすみをいうまえに』 （バベルプレス）

エリシャ・クーパー 作  山本 象 訳

『おなら』 （福音館書店）

長 新太 さく

『おふろだいすき』 （福音館書店）

松岡 享子 作  林 明子 絵

９/３（日） 実施者：ボランティア

『くものいえ』 （童心社）

得田 之久 さく

『おおぐいひょうたん』 （福音館書店）

吉沢 葉子 再話  斎藤 隆夫 絵

『くらーいくらいおはなし』 （佑学社）

ルース・ブラウン 作・絵  深町 真理子 訳

『わかるかな？』 （新日本出版社）

ふじわら こういち しゃしん・ぶん

『おさるとぼうしうり』 （福音館書店）

エズフィール・スロボドキーナ さく・え

まつおか きょうこ やく



日付 内 容

９/２４（日） 実施者：ボランティア

♪はじまるよ

『なんでしょなんでしょ』 （アリス館）

高畠 純 著

『しゅくだい』 （岩崎書店）

宗正 美子 原案  いもと ようこ 文・絵

『たぬきがいっぱい』 （フレーベル館）

さとう わきこ 作・絵

『やまからのてがみ』 （フレーベル館）

千世 繭子 作  高野 紀子 絵

♪いっぽんといっぽんで


