
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日 付 内 容 

４/４（日） 実施者：職員 

『まるくておいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ さく 

『たんぽぽ』 （福音館書店） 

平山 和子 ぶん・え 

『イエペは ぼうしが だいすき』 （文化出版局） 

石亀 泰郎 写真 

『ペレのあたらしいふく』 （福音館書店） 

エルサ・ベスコフ さく・え  おのでら ゆりこ やく 

４/１１（日） 実施者：職員・ボランティア 

『とんだとんだ』 （福音館書店） 

いまもり みつひこ きりえ・ぶん 

『おおきなかぶ』 （福音館書店） 

Ａ．トルストイ 再話  佐藤 忠良 画  内田 莉莎子 訳 

『どんどこどん』 （福音館書店） 

和歌山 静子 作 

『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 

４/１８（日） 実施者：職員 ・ 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 

『だいどころにもはるがきた』 （福音館書店） 

島津 和子 さく 

『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 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、２０２１年５月１０日～７月１１日、８月３日

～９月３０日のおはなし会は中止 



 

 

 

 

  

日 付 内 容 

４/２５（日） 実施者：職員 

『ルラルさんのにわ』 （ほるぷ出版） 

いとう ひろし さく 

『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 

『ハートのはっぱかたばみ』 （福音館書店） 

多田 多恵子 ぶん  広野 多珂子 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 

４/２９（木・祝） 実施者：職員 

『しろいかみのサーカス』 （福音館書店） 

たにうち つねお さく  いちかわ かつひろ しゃしん 

『ふしぎなしろねずみ』 （岩波書店） 

チャン チョルムン 文  ユン ミスク 絵  かみや にじ 訳 

『よかったねネッドくん』 （偕成社） 

レミー＝チャーリップ ぶん・え  やぎた よしこ やく 

『１１ぴきのねこ』 （こぐま社） 

馬場 のぼる 著 

５/２（日） 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 

『アリからみると』 （福音館書店） 

桑原 隆一 文  栗林 慧 写真 

『おかえし』 （福音館書店） 

村山 桂子 さく  織茂 恭子 え 

『はらぺこあおむし』 （偕成社） 

エリック・カール さく  もり ひさし やく 

５/３（月・祝） 実施者：職員 

『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 

『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 

『ハンバーグハンバーグ』 （ほるぷ出版） 

武田 美穂 作 

『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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 付 内 容 

５/４（火・祝） 実施者：職員 

『こいのぼり』 （福音館書店） 

長谷川 摂子 文  英 伸三 写真 

『どうぶつしりとりえほん』 （岩崎書店） 

藪内 正幸 作 

『くわずにょうぼう』 （福音館書店） 

稲田 和子 再話  赤羽 末吉 画 

『よもぎだんご』 （福音館書店） 

さとう わきこ さく 

５/５（水・祝） 実施者：職員 

『カレーライス』 （福音館書店） 

小西 英子 さく 

『なにをたべてきたの？』 （佼成出版社） 

岸田 衿子 文  長野 博一 絵 

『まどのむこうのくだものなあに？』 （福音館書店） 

荒井 真紀 さく 

『わゴムはどのくらいのびるかしら？』 （ほるぷ出版） 

マイク・サーラー ぶん  ジェリー・ジョイナー え 

きしだ えりこ やく 

５/９（日） 実施者：職員 

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店） 

しんぐう すすむ 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 

『あのくもなあに？』 （福音館書店） 

富安 陽子 ぶん  山村 浩二 え 

『ぼくがとぶ』 （絵本館） 

佐々木 マキ 作 

７/１８（日） 実施者職員：職員 ・ ライブラリー・サポーターズ 

『うみにいったライオン』 （偕成社） 

垂石 眞子 さく 

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店） 

小西 英子 さく 

『ぶたのたね』 （絵本館） 

佐々木 マキ 作 



 

 

 

日 付 内 容 

７/２５（日） 実施者：ボランティア 

『アヒルだってば！ウサギでしょ！』 （サンマーク出版） 

エイミー・クローズ・ローゼンタール さく 

トム・リヒテンヘルド さく  いまえ よしとも やく 

♪くまさんのおでかけ 

『きんぎょが にげた』 （福音館書店） 

五味 太郎 作 

『まっかっかトマト』 （童心社） 

いわさ ゆうこ さく 

『アブラ・カダブラ・カタクリコ』 （ＢＬ出版） 

きたむら さとし 作 

８/１（日） 実施者：ボランティア 

『やたいのおやつ』 （鈴木出版） 

ふじもと のりこ 作・絵 

『うみべのハリー』 （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 

『やさいのおなか』 （福音館書店） 

きうち かつ さく・え 

『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 


