
 

 

 

 

  

日 付 内 容 

7/１２（日） 実施者：ボランティア 

『スイミー』 （好学社） 

レオ・レオニ 作  谷川 俊太郎 訳 

『アカメアマガエル』 （ほるぷ出版） 

ジョイ・カウリー 文  ニック・ビショップ 写真 

大澤 晶 訳 

『スナックだいさくせん！』 （岩崎書店） 

テリー・ボーダー 作  川野 太郎 訳 

『ふしぎなうろこだま』 （童心社） 

常光 徹 脚本  二俣 英五郎 絵 

7/１９（日） 実施者：職員 

『へそもち』 （福音館書店） 

渡辺 茂男 さく  赤羽 末吉 え 

『このすしなあに』 （ポプラ社） 

塚本 やすし 作 

『ふってきました』 （講談社） 

もとした いづみ 文  石井 聖岳 絵 

『てじな』 （福音館書店） 

土屋 富士夫 作 

7/２６（日） 実施者：ボランティア 

『にゅぐにゅぐぷちゅぷちゅ』 （講談社） 

間所 ひさこ 文  河本 祥子 絵 

『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 

「まる！」 

（かがくのとも ２０２０年７月） （福音館書店） 

佐藤 雅彦 ＋ 山本 晃士ロバート（ユーフラテス） 

『やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ』 （白泉社） 

なかや みわ さく 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２０２０年４月～６月のおはなし会は中止 



 

  日 付 内 容 

８/２（日） 実施者：ボランティア 

『ぞうっていいなあ』 （福音館書店） 

富安 陽子 ぶん  和歌山 静子 え 

『もうちょっともうちょっと』 （福音館書店） 

きむら ゆういち 文  高畠 純 絵 

『もじもじこぶくん』 （福音館書店） 

小野寺 悦子 ぶん  きくち ちき え 

『まるまるだんごむし』 （ひさかたチャイルド） 

榎本 功 写真撮影 

『おふくさんのおふくわけ』 （大日本図書） 

服部 美法 ぶん・え 

８/６（木） 実施者：職員 

『せかいでいちばんつよい国』 （光村教育図書） 

デビッド・マッキー 作  なかがわ ちひろ 訳 

『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 

『かあさんはどこ？』 （ブロンズ新社） 

クロード・Ｋ・デュボワ 作  落合 恵子 訳 

８/９（日） 実施者：職員 

『まちんと』 （偕成社） 

松谷 みよ子 文  司 修 絵 

『もっとおおきなたいほうを』 （福音館書店） 

二見 正直 作 

『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 

『へいわってどんなこと？』 （童心社） 

浜田 桂子 作 



 

 

  

日 付 内 容 

８/１６（日） 実施者：職員 

『あついあつい』 （福音館書店） 

垂石 眞子 さく 

『まっかっかトマト』 （童心社） 

いわさ ゆうこ さく 

『ぞうきばやしのすもうたいかい』 （福音館書店） 

広野 多珂子 作  廣野 研一 絵 

『おっきょちゃんとかっぱ』 （福音館書店） 

長谷川 摂子 文  降矢 奈々 絵 

８/２３（日） 実施者：ボランティア 

『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社） 

森 比左志 文  わだ よしおみ 文  わかやま けん 絵 

『ジャリおじさん』 （福音館書店） 

おおたけ しんろう えとぶん 

『ねこざかな』 （フレーベル館） 

わたなべ ゆういち 作・絵 

『らっこちゃん』 （福音館書店） 

ＭＡＹＡ ＭＡＸＸ えとぶん 

『ねないこだれだ』 （福音館書店） 

せな けいこ さく・え 

８/３０（日） 実施者：ボランティア 

♪三ツ矢サイダー 

『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 

『スイミー』 （好学社） 

レオ・レオニ 作  谷川 俊太郎 訳 

『ぼくがとぶ』 （福音館書店） 

ささき まき さく 

『おばけだじょ』 （学研教育出版） 

ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ さく 

♪くいしんぼうおばけ（手袋シアター） 



 

 

 

 

日 付 内 容 

９/６（日） 実施者：ボランティア 

♪コロコロたまご 

「まんまる まんまる」 

（こどものとも０.１.２. ２０１２年９月） （福音館書店） 

田村 ゆう子 さく 

『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 

♪おさらにおはしにぼたもちだんご 

『あなあなはてな』 （アリス館） 

はらぺこめがね 作 

『まるをさがして』 （福音館書店） 

大月 ヒロ子 構成・文 

９/１３（日） 実施者：ボランティア 

『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 

『木はいいなあ』 （偕成社） 

ジャニス・メイ・ユードリィ さく  マーク・シーモント え 

さいおんじ さちこ やく 

『ハンバーグハンバーグ』 （ほるぷ出版） 

武田 美穂 作 

『ピーターのいす』 （偕成社） 

エズラ＝ジャック＝キーツ 作・画  木島 始 訳 

９/２０（日） 実施者：職員 

『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 

『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  福本 友美子 訳 

『ほね、ほね、きょうりゅうのほね』 （ポプラ社） 

バイロン・バートン さく  かけがわ やすこ やく 

『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 


