
 
 
 
  

日付 内 容 

4/3（日） 実施者：職員 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店） 

安西 水丸／さく 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さ 

『おつむ てん てん』 （金の星社） 

なかえ よしを／さく  上野 紀子／え 

♪ちょちちょちあわわ 

『まるまる』 （福音館書店） 

中辻 悦子／さく 

『まんまるおかお』 （アリス館） 

とよた かずひこ／著 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『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 

『ちいさなうさこちゃん』 （福音館書店） 

ディック・ブルーナ／ぶん え  いしい ももこ／やく 

本の紹介 

『くだもの』 

『どうぶつのおやこ』 

『いただきまあす』 



 
 
  

日付 内 容 

5/1（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 

『どろんこ』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／ぶん  英 伸三／写真 

本の紹介 

『しずくのぼうけん』 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『かおかおどんなかお』 （こぐま社） 

柳原 良平／作・絵 

『おしり』 （アリス館） 

さとう あきら／写真  さえぐさ ひろこ／文 

『からだのなかでドゥンドゥンドゥン』 （福音館書店） 

木坂 涼／ぶん  あべ 弘士／え 
♪親子で心臓の音を聞き合う 

『やさいのおなか』 （福音館書店） 

きうち かつ／さく・え 

『みんなうんち』 （福音館書店） 

五味 太郎／さく 

『ふしぎなナイフ』 （福音館書店） 

中村 牧江／さく  林 健造／さく  福田 隆義／え 

本の紹介 

『しろいかみのサーカス』 

『じめんのうえとじめんのした』 

『どろだんご』 

『おっぱいのひみつ』 



 
 
  

日付 内 容 

6/12（日） 実施者：職員 

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店） 

安西 水丸／さく 

『かんかんかん』 （福音館書店） 

のむら さやか／文  川本 幸／制作  塩田 正幸／写真 

♪うまはとしとし 

『あっ！』 （金の星社） 

中川 ひろたか／ぶん  柳原 良平／え 

『ブーンブーンひこうき』 （アリス館） 

とよた かずひこ／著 

『ぶーぶーじどうしゃ』 （福音館書店） 

山本 忠敬／さく 

『しゅっぱつしんこう！』 （福音館書店） 

山本 忠敬／さく 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『ガンピーさんのふなあそび』 （ほるぷ出版） 

ジョン・バーニンガム／さく  みつよし なつや／やく 

『うみへいくピン・ポン・バス』 （偕成社） 

竹下 文子／作  鈴木 まもる／絵 

本の紹介 

『しょうぼうじどうしゃじぷた』 

『がたごとがたごと』 

『きかんしゃやえもん』 

『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』 



 
 
  

日付 内 容 

7/3（日） 実施者：職員 

『もう おきるかな？』 （福音館書店） 

まつの まさこ／ぶん  やぶうち まさゆき／え 

『めの まど あけろ』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎／ぶん  長 新太／え 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『はけたよ はけたよ』 （偕成社） 

かんざわ としこ／ぶん  にしまき かやこ／え 

『どろんこ どろんこ！』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『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 

♪あたまかたひざぽん 

『おふろでちゃぷちゃぷ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  いわさき ちひろ／え 

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

本の紹介 

『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』など 



 
 
  

日付 内 容 

8/7（日） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『ひまわり』 （福音館書店） 

和歌山 静子／作 

『はっぱのなかでみいつけた』 （福音館書店） 

ひろの たかこ／さく 

『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 

♪あたまかたひざぽん 

♪ひげじいさん 

『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社） 

わかやま けん／絵  森 比左志／文  わだ よしおみ／文 

『かかかかか』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『すいかです』 （文化出版局） 

川端 誠／作 

本の紹介など 



 
 
  

日付 内 容 

9/4（日） 実施者：職員 

『ゆうたはともだち』 （あかね書房） 

きたやま ようこ／作 

『ね、ぼくのともだちになって！』 （偕成社） 

エリック＝カール／作 

『ふたりではんぶん』 （絵本館） 

五味 太郎／作 

『コッコさんのともだち』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『だるまちゃんとてんぐちゃん』 （福音館書店） 

加古 里子／さく・え 

『かあさん』 （福音館書店） 

たしろ ちさと／作 

『ここよここよ』 （福音館書店） 

かんざわ としこ／ぶん  やぶうち まさゆき／え 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『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 

本の紹介 

『ちいさなねこ』 

『１４ひきのひっこし』 

『かもさんおとおり』 

『きょうはなんのひ？』 



 
 
  

日付 内 容 

10/2（日） 実施者：職員 

『えんやら りんごの木』 （偕成社） 

松谷 みよ子／文  遠藤 てるよ／絵 

『はりねずみ かあさん』 （福音館書店） 

まつや さやか／ぶん  Ｍ・ミトゥーリチ／え 

♪せんべ せんべ やけた 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『おっぱい おっぱい』 （童心社） 

わかやま けん／さく 

♪まつぼっくり 

『よういどん』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

本の紹介 

『おおきな あかい りんご』 

『やさいのおなか』 

『たべたの だあれ』 

『おにぎり』 

『おさじさん』 

『なにをたべてきたの？』 

『もりのてぶくろ』 



 
 
  

日付 内 容 

11/6（日） 実施者：職員 

♪あたまかたひざぽん 

『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 

『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 

『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 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『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 

『ふくろうのそめものや』 （童心社） 

松谷 みよ子／ぶん  和歌山 静子／え 

本の紹介 

『だいくとおにろく』 

『スーホの白い馬』 

『三びきのこぶた』 

『ダチョウのくびはなぜながい？』など 



 
 
  

日付 内 容 

12/4（日） 実施者：職員 

『ごろんごゆきだるま』 （福音館書店） 

たむら しげる／さく 

『やまのおふろやさん』 （ひさかたチャイルド） 

とよた かずひこ／さく・え 

『みかんです』 （文化出版局） 

川端 誠／作 

♪ちょちちょちあわわ 

『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店） 

織茂 恭子／さく 

♪ごんべさんのあかちゃん 

『サンタのおまじない』 （冨山房） 

菊地 清／作・絵 

『おしょうがつさん』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎／ぶん  大橋 歩／え 

本の紹介など 



 
 
  

日付 内 容 

1/8（日） 実施者：職員 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『しろろん くろろん』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『ぴよぴよぴよ』 （福音館書店） 

平野 剛／さく 

『ぴょーん』 （ポプラ社） 

まつおか たつひで／作・絵 

『じゃあじゃあびりびり』 （偕成社） 

まつい のりこ／作・絵 

『りんごがころん』 （ブロンズ新社） 

中川 ひろたか／文  奥田 高文／写真 

『こやぎがめえめえ』 （福音館書店） 

田島 征三／さく 

『とりかえっこ』 （ポプラ社） 

さとう わきこ／作  二俣 英五郎／絵 

♪なかなかほい 

『いろいろおせわになりました』 （福音館書店） 

やぎゅう げんいちろう／さく 

『ふしぎなナイフ』 （福音館書店） 

中村 牧江／さく  林 健造／さく  福田 隆義／え 

♪もどろうもどろうもものはもどろう 

本の紹介 

『ぶたたぬききつねねこ』 

『かかかかか』 

『かえるがみえる』 

『ことばあそびうた』 



 
 

 

日付 内 容 

2/5（日） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

『たまごのあかちゃん』 （福音館書店） 

かんざわ としこ／ぶん  やぎゅう げんいちろう／え 

『こんにちはどうぶつたち』 （福音館書店） 

とだ きょうこ／あん  さとう あきら／しゃしん 

♪おてらのつねこさん 

『いぬがいっぱい』 （福音館書店） 

グレース・スカール／さく  やぶき みちこ／やく 

『なーんだなんだ』 （童心社） 

カズコ Ｇ．ストーン／さく 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『でてこいでてこい』 （福音館書店） 

はやし あきこ／さく 

『ねんね』 （アリス館） 

さえぐさ ひろこ／文 

♪おやゆびねむれ 

『なにのこどもかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／著 

本の紹介など 


