新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２０２０年１２月２０日～２０２１年２月７日
のおはなし会は中止
日

付

１０/４（日）

内 容
実施者：ボランティア

♪はじまりのうた
『かぜをひいたおつきさま』 （徳間書店）
レオニート・チシコフ 作・絵

鴻野 わか菜 訳

『おなべさん』 （コクヨ）
きのした けい 作

ｍｏｋｏ 絵

『おちばひらひら』 （偕成社）
七尾 純 文

久保 秀一 写真

♪木がゆれる
『おつきみおばけ』 （ポプラ社）
せな けいこ 作・絵

♪おつきさまのうた
１０/１１（日）

実施者：ボランティア
『くいしんぼうのあおむしくん』 （福音館書店）
槙 ひろし 作

前川 欣三 画

『みんなうんち』 （福音館書店）
五味 太郎 さく
『いつかはきっと』 （ほるぷ出版）
シャーロット・ゾロトフ ぶん

アーノルド・ローベル え

やがわ すみこ やく
『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

日

付

１０/２５（日）

内 容
実施者：ボランティア
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
『わたしのワンピース』 （こぐま社）
にしまき かやこ えとぶん
『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

『ぽっかりこふんわりこ』

（福音館書店）

岸田 衿子 構成・文

藤井 幸雄 写真

中川 雄三 写真

『リベックじいさんのなしの木』 （Ｄｅｍｐａ／ペンタン）
テオドール・フォンターネ

ぶん

マルタ・コーチー え

ささき たづこ やく
１１/１（日）

実施者：ボランティア
『さわさわもみじ』 （くもん出版）
ひがし なおこ さく

きうち たつろう え

『おべんとうバス』 （ひさかたチャイルド）
真珠 まりこ 作・絵
『まほうつかいとねこ』 （鈴木出版）
せな けいこ 作・絵
『コッコさんのかかし』 （福音館書店）
片山 健 作
『おこってるんだからね』
川之上 英子 作

（生命保険協会）

川之上 健 作

『しっぽのつり』 （鈴木出版）
せな けいこ 文・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
1１/３（火・祝）

実施者：ボランティア
『かくしたの だあれ』 （文化出版局）
五味 太郎 さく
『なまえのないねこ』 （小峰書店）
竹下 文子 文

町田 尚子 絵

『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

『ゆうちゃんとめんどくさいサイ』 （福音館書店）
西内 ミナミ さく

なかの ひろたか え

日

付

１１/８（日）

内 容
実施者：ボランティア
『ごきげんななめのてんとうむし』 （偕成社）
エリック・カール さく

もり ひさし やく

『うずまき』 （福音館書店）
よつもと あきら さく
『ぼくのすきなおじさん』

（絵本塾出版）

長 新太 さく
『たべもの』 （福音館書店）
中江 俊夫 ことば
１１/２２（日）

伊藤 秀男 え

実施者：職員・ボランティア
『おだんごぱん』 （福音館書店）
わきた かず え

せた

ていじ やく

『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
『へびのクリクター』 （文化出版局）
トミー・ウンゲラー 作
１１/２９（日）

中野 完二 訳

実施者：ボランティア
『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

『これがほんとの大きさ！』 （評論社）
スティーブ・ジェンキンズ

作

佐藤 見果夢 訳

『もりのてぶくろ』 （福音館書店）
八百板 洋子 ぶん

ナターリヤ・チャルーシナ

え

『くまのオットーとえほんのおうち』 （岩崎書店）
ケイティ・クレミンソン 作・絵
１２/６（日）

横山 和江 訳

実施者：ボランティア
『ふゆですよ』 （金の星社）
柴田 晋吾 さく

降矢

なな え

『さるじぞう』 （ほるぷ出版）
鈴木 喜代春 ぶん

北島 新平 え

♪まつぼっくり
『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

『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄 さく
♪コンコンクシュンのうた
『おしくら・まんじゅう』
かがくい ひろし さく

（ブロンズ新社）

日

付

１２/１３（日）

内 容
実施者：ボランティア
『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

『さんまいのおふだ』 （福音館書店）
水沢 謙一 再話

梶山

俊夫 画

『サンタのおまじない』 （冨山房）
菊地 清 作・絵
『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄 さく
『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
２/１４（日）

実施者：ボランティア
『そらのおふろやさん』 （ひさかたチャイルド）
とよた かずひこ さく・え
『ゆきのひ』 （偕成社）
エズラ・ジャック・キーツ

ぶん・え

きじま はじめ やく

『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

『ぼちぼちいこか』 （偕成社）
マイク＝セイラー さく

ロバート・グロスマン

いまえ よしとも やく

え

２/２８（日）

実施者：ボランティア
『くだものなんだ』 （福音館書店）
きうち かつ さく・え
『ねこどけい』 （福音館書店）
きしだ えりこ さく

やまわき ゆりこ え

『はなをくんくん』 （福音館書店）
ルース・クラウス ぶん
きじま はじめ やく
『たんぽぽ』 （金の星社）
甲斐 信枝 作・絵

マーク・シーモント え

日

付

３/７（日）

内 容
実施者：ボランティア
『ふゆめがっしょうだん』
長 新太 文

（福音館書店）

冨成 忠夫 写真

茂木 透 写真

『があちゃん』 （福音館書店）
かつや かおり さく
『なぞなぞな～に はるのまき』 （福音館書店）
いまき みち 作
『お日さまをみつけたよ』
Ｍ．ミトゥーリチ

３/２８（日）

原案

（福音館書店）
絵

松谷

さやか

実施者：ボランティア
♪ひげじいさん
『１１ぴきのねことあほうどり』
馬場 のぼる

（こぐま社）

著

♪じゃんけん
『わにわにのおふろ』 （福音館書店）
小風 さち ぶん

山口

マオ え

『だるまさんが』 （ブロンズ新社）
かがくい ひろし さく
『だいくとおにろく』 （福音館書店）
松居 直 再話

赤羽 末吉 画

文

