日

付

４/１（日）

内

容

実施者：職員
『みつすきですか』 （福音館書店）
ごんもり なつこ さく
『このはなだれの？』 （ひさかたチャイルド）
内山 晟 写真撮影
『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

『なにをかこうかな』 （文化出版局）
マーグレット・レイ 作

Ｈ・Ａ・レイ 作

中川 健蔵 訳
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
４/８（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

『おでかけのまえに』 （福音館書店）
筒井 頼子 さく

林 明子 え

『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

♪たんぽぽはいそがしい
『たんぽぽのたね とんだ』 （福音館書店）
すずき ゆりいか ぶん

ごんもり なつこ え

『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

『こすずめのぼうけん』 （福音館書店）
ルース・エインズワース 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

４/１５（日）

内 容
実施者：職員
『うさぎのおうち』 （ほるぷ出版）
マーガレット・ワイズ・ブラウン ぶん

ガース・ウィリアムズ え

松井 るり子 やく
『たんぽぽ』 （金の星社）
荒井 真紀 文・絵
♪いっちくたっちくたえもんさん
『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
『まいごのまめのつる』 （福音館書店）
こだま ともこ さく
４/２２（日）

おりも きょうこ え

実施者：職員
『うえきばちです』 （ＢＬ出版）
川端 誠 作
『ガブリエリザちゃん』 （文化出版局）
Ｈ・Ａ・レイ 作

今江

祥智 訳

『むしをたべるくさ』 （ポプラ社）
渡邉 弘晴 写真

伊地知 英信 文

『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 「おねぼうなじゃがいもさん」
『村山籌子作品集１』
（ＪＵＬＡ出版局）より
４/２９（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 さく
『おべんとう』 （福音館書店）
小西 英子 さく
『ぐりとぐらのえんそく』
なかがわ りえこ 著

（福音館書店）
やまわき ゆりこ 絵

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『きんぎょがにげた』 （福音館書店）
五味 太郎 作
『こんとあき』 （福音館書店）
林

明子 さく

日

付

４/３０（月）

内 容
実施者：職員
『いるいるだあれ』 （福音館書店）
岩合 日出子 ぶん
『サンドイッチ サンドイッチ』 （福音館書店）
小西 英子 さく
『カレーライス』 （福音館書店）
小西 英子 さく
『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
『バーバパパのだいサーカス』 （講談社）
アネット＝チゾン さく

タラス＝テイラー さく

やました はるお やく
５/３（木・祝）

実施者：職員
『トマトのひみつ』 （福音館書店）
山口 進 文・写真
『どうすればいいのかな？』 （福音館書店）
わたなべ しげお ぶん

おおとも やすお え

『いっぽ、にほ…』 （童話館出版）
シャーロット・ゾロトウ ぶん

ロジャー・デュボアザン え

ほしかわ なつこ やく
♪こりゃどこのじぞうさん
『ダンゴムシみつけたよ』

（ポプラ社）

皆越 ようせい 写真・文
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
５/４（金・祝）

実施者：職員
♪おてぶしてぶし
『はるのはやしでみつけたよ』 （福音館書店）
澤口 たまみ ぶん

細川 剛 しゃしん

『どんどこどん』 （福音館書店）
和歌山 静子 作
『おなべおなべにえたかな』 （福音館書店）
こいで やすこ さく
『たんぽぽのたね とんだ』 （福音館書店）
すずき ゆりいか ぶん

ごんもり なつこ え

日

付

５/５（土・祝）

内 容
実施者：職員
『はたけのはなとみ』 （福音館書店）
ごんもり なつこ さく
『なにのこどもかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき 作
『おひさまぽかぽか』 （福音館書店）
笠野 裕一 作
♪木がのびる
『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 「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
５/６（日・祝）

実施者：職員
『ねてるのだあれ』 （福音館書店）
神沢 利子 さく

山内

ふじ江 え

『すみれとあり』 （福音館書店）
矢間 芳子 さく
♪こどもとこどもがけんかして
『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

『はちうえはぼくにまかせて』 （ペンギン社）
ジーン・ジオン さく

マーガレット・ブロイ・グレアム え

もり ひさし やく
本の紹介
「マダガスカルのバオバブ」（たくさんのふしぎ 2014 年 12 月）
ストーリーテリング 「バオバブの木のなみだ」
『アフリカの民話集しあわせのなる木』（未來社）より

日

付

５/１３（日）

内 容
実施者：職員
『このすしなあに』 （ポプラ社）
塚本 やすし 作
『コッコさんのかかし』 （福音館書店）
片山 健 作
『おこめができた！』 （ひさかたチャイルド）
『にんじんさんがあかいわけ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん

ひらやま えいぞう え

『あまいとうもろこしとカタイトウモロコシ』 （福音館書店）
佐武 絵里子 さく
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
５/２０（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
『キャベツくん』 （文研出版）
長

新太 文・絵

『きいろいのはちょうちょ』 （偕成社）
五味 太郎 作・絵
『バナナのはなし』 （福音館書店）
伊沢 尚子 文

及川 賢治 絵

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
５/２７（日）

実施者：職員
『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

『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
『なぞなぞえほん』 （福音館書店）
中川 李枝子 さく

山脇 百合子 え

『じめんのうえとじめんのした』 （福音館書店）
アーマ Ｅ．ウェバー ぶん・え

藤枝 澪子 やく

『ジオジオのかんむり』 （福音館書店）
岸田 衿子 さく

中谷

千代子 え

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

６/３（日）

内 容
実施者：ボランティア
『かさ』 （福音館書店）
松野 正子 さく

原田

治 え

「カエルのおんがくたい」
（こどものとも年少版 ２００１年３月） （福音館書店）
アーサー・ビナード 文

ドゥシャン・カーライ 絵

『かえるとカレーライス』

（福音館書店）

長

新太 さく

『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

『よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし』
（岩崎書店）
及川 賢治

作・絵

竹内 繭子 作・絵

♪パンダ・うさぎ・コアラ
『まてまてー！』 （金の星社）
宮西 達也 作・絵
『オー・スッパ』 （講談社）
越野 民雄 文
６/１０（日）

高畠 純 絵

実施者：ボランティア
『あおいちびトラ』 （保育社）
アリス・シャートル 文

ジル・マックエルマリー 絵

中川 ひろたか 訳
『へんてこたまご』 （フレーベル館）
エミリー・グラヴェット さく

福本 友美子 やく

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店）
しんぐう すすむ さく
『だるまちゃんとやまんめちゃん』 （福音館書店）
加古 里子 さく・え
『うんこ』 （ディスカヴァー・トゥエンティワン）
谷川 俊太郎 詩

塚本

やすし 絵

『あおいかさ』 （教育画劇）
いしい つとむ 作 絵

日

付

6/17（日）

内 容
実施者：ボランティア
『おとうさんもういっかい１ たかいたかい』 （アリス館）
はた こうしろう 作
『おとうさんのかさ』 （のら書店）
三浦 太郎 作
『こんやはてまきずし』 （岩崎書店）
五味 ヒロミ 作

石井

聖岳 絵

『いろいろきのこ』 （くもん出版）
山岡 ひかる 作
『わかがえりの水』 （岩崎書店）
広松 由希子 ぶん
6/24（日）

スズキ コージ え

実施者：ボランティア
『わらべうたであそびましょ！』 （のら書店）
さいとう しのぶ 編・絵
「ぱぴぷぺぽ」
（こどものとも０.１.２. ２０１２年１１月） （福音館書店）
石津 ちひろ 文

たしろ ちさと 絵

「だれかしら」
（こどものとも０.１.２. ２０１１年２月） （福音館書店）
佐々木 マキ 作
『いぬ』 （冨山房）
ジョン・バーニンガム 作

谷川 俊太郎 訳

『あめあめあれれ』 （童心社）
梅田 俊作 作

梅田 佳子 作

『いぬとねこのおんがえし』 （鈴木出版）
太田 大八 絵
7/1（日）

実施者：ボランティア
『キャベツくん』 （文研出版）
長

新太 文・絵

『かおかおどんなかお』 （こぐま社）
柳原 良平 作・絵
『うしろにいるのだあれ』

（新風舎）

ふくだ としお さく
♪ひげじいさん
『おべんとうなあに？』 （偕成社）
山脇 恭 作

末崎 茂樹 絵

『みんなうんち』 （福音館書店）
五味 太郎 さく

日

付

７/８（日）

内 容
実施者：職員
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『へそとりごろべえ』 （童心社）
赤羽 末吉 詩 画
『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

『おしり？』 （新日本出版社）
ふじわら こういち しゃしん・ぶん
『デイビッドがやっちゃった！』 （評論社）
デイビッド・シャノン さく
7/22（日）

小川 仁央 やく

実施者：ボランティア
『きりのもりのもりのおく』 （フレーベル館）
ニック・シャラット 作

木坂 涼 訳

『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

『ねずみのすもう』 （ほるぷ出版）
樋口 淳 ぶん

二俣 英五郎 え

『ぱんのおうさま』 （小学館）
えぐち りか 作
７/29（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
『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

♪いっちくたっちくたえもんさん
『みず』 （福音館書店）
長谷川 摂子 文

英 伸三 写真

『ターちゃんとペリカン』

（ほるぷ出版）

ドン・フリーマン さく

さいおんじ さちこ 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

8/5（日）

内 容
実施者：ボランティア
『せんたくかあちゃん』 （福音館書店）
さとう わきこ さく・え
『かげはどこ』 （福音館書店）
木坂 涼 ぶん

辻 恵子 え

『なかよし』 （ＰＨＰ研究所）
さとう わきこ 作・絵
『わにわにのおでかけ』 （福音館書店）
小風 さち ぶん

山口

マオ え

『お化けの海水浴』 （ＢＬ出版）
川端 誠 作
『うえきばちです』 （ＢＬ出版）
川端 誠 作
『わたしの「やめて」』 （朝日新聞出版）
自由と平和のための京大有志の会声明書 文
8/6（月）

塚本 やすし 絵

実施者：職員
『８月６日のこと』 （河出書房新社）
中川 ひろたか 文

長谷川 義史 絵

『まちんと』 （偕成社）
松谷 みよ子 文

司 修 絵

『六にんの男たち』 （偕成社）
デイビッド＝マッキー さく

なかむら こうぞう やく

『へいわってどんなこと？』 （童心社）
浜田 桂子 作
『きぼう』 （ほるぷ出版）
ローレン・トンプソン 作

千葉 茂樹 訳

本の紹介
『アオギリのねがい』
『広島の木に会いにいく』
『さがしています』
『ドームがたり』
『絵で読む広島の原爆』
『せかいでいちばんつよい国』
『おとうさんのちず』

日

付

８/９（日）

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

『まちんと』 （偕成社）
松谷 みよ子 文

司 修 絵

本の紹介
『さがしています』
『絵で読む広島の原爆』
『あの夏の日』 （自由国民社）
葉

祥明 絵・文

『おかあさんのいのり』 （岩崎書店）
武藤 悦子 さく

江頭

路子 え

本の紹介
『むこう岸には』
『少年の木』
８/1２（日）

実施者：ボランティア
『みずあび どろあび いいきもち』 （福音館書店）
薮内 正幸 さく
『せんたくかあちゃん』 （福音館書店）
さとう わきこ さく・え
『杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう』 （福音館書店）
杉山 弘之 文と構成

杉山 輝行 文と構成

平野 恵理子 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

『おばけおばけのかぞえうた』 （アリス館）
ひろかわ さえこ 作
『ばけものでら』 （教育画劇）
岩崎 京子 文

田島 征三 絵

吉村 則人 写真

日

付

８/２６（日）

内 容
実施者：ボランティア
♪ろうそくふっ
『でんしゃにのって』 （アリス館）
とよた かずひこ 著
『トマトさん』 （福音館書店）
田中 清代 さく
『やさしいライオン』 （フレーベル館）
やなせ たかし 作・絵
♪あじのひらき
『じんべえざめ』 （扶桑社）
新宮 晋 著
『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

♪ろうそくふっ
９/２（日）

実施者：ボランティア
♪おはなしはじまるよ
『まほうのコップ』 （福音館書店）
長谷川 摂子 文

川島

敏生 写真

藤田 千枝 原案

『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

『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
♪もも りんご バナナ パイナップル
『オレ・ダレ』 （講談社）
越野 民雄 文

高畠 純 絵

『こんたのおつかい』 （徳間書店）
田中 友佳子 作・絵
♪さよならあんころもち

日

付

９/２３（日）

内 容
実施者：ボランティア
『じしんのえほん』 （ポプラ社）
国崎 信江 作

福田 岩緒 絵

『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ さく・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

♪おさらにおはしに
『ひるまのおつきさま』 （福音館書店）
遠藤 湖舟 さく
『はやくあいたいな』 （絵本館）
五味 太郎 作・画
♪さよならあんころもち
９/３０（日）

実施者：ボランティア
『あめのひはかささして』

（福音館書店）

イノウエ ヨースケ さく
『まりーちゃんとおおあめ』 （福音館書店）
フランソワーズ ぶん・え

きじま はじめ やく

『なにのあしあとかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき 作
ストーリーテリング 「ピクルスと卵」
『こぶたのピクルス』（福音館書店）より
『つきよのかいじゅう』 （佼成出版社）
長

新太 さく

