
 
 
 
  

日付 内 容 

４／１１（土） 実施者：職員 

♪ずくぼんじょ ずくぼんじょ 

本の紹介 

『みんなであそぶわらべうた』 

『赤ちゃんから遊べるわらべうたあそび５５』 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『おくちは どーこ』 （金の星社） 

なかえ よしを／さく  上野 紀子／え 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

♪たんぽぽ たんぽぽ 

『こりゃまてまて』 （福音館書店） 

中脇 初枝／ぶん  酒井 駒子／え 

♪こりゃどこのじぞうさん 

本の紹介 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

♪さよなら あんころもち 



 
  

日付 内 容 

４／１７（金） 実施者：職員 

♪とうさんゆび 

『だっこして』 （こぐま社） 

にしまき かやこ／作 

『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 

『だれかな？だれかな？』 （福音館書店） 

なかや みわ／さく 

『のはらのこぐまさん』 （童心社） 

ひらやま えいぞう／さく 

本の紹介 

『あんたがたどこさ』 

♪おすわりやす いすどっせ 

『こぐまちゃんのうんてんしゅ』 （こぐま社） 

わかやま けん／絵  森 比左志／文  わだ よしおみ／文 

4／25（土） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

『こんにちは』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『のせてのせて』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  東光寺 啓／え 

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店） 

安西 水丸／さく 

♪ちょちちょちあわわ 

『でてこいでてこい』 （福音館書店） 

はやし あきこ／さく 

『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 

♪うまはとしとし 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『がちゃがちゃどんどん』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

♪さよならあんころもち 



 
  

日付 内 容 

５／９（土） 実施者：職員 

『おはよう』 （グランまま社） 

なかがわ りえこ／さく  やまわき ゆりこ／え 

♪はなちゃん 

♪いちり にり さんり 

『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『やさい』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『ぱかぱか』 （福音館書店） 

福知 伸夫／さく 

♪うまはとしとし 

♪こりゃどこのじぞうさん 

本の紹介 

『がたんごとんがたんごとん』 

『おやすみ』 

♪おやゆびねむれ 

５/１５（金） 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 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

♪ちょちちょちあわわ 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『おいちにのだーるまさん』 （福音館書店） 

こばやし えみこ／文  こいで やすこ／絵  小渕 もも／絵 

『ととけっこうよがあけた』 （こぐま社） 

こばやし えみこ／案  ましま せつこ／絵 

本の紹介 

『みんなであそぶわらべうた』 

『赤ちゃんから遊べるわらべうたあそび５５』 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

♪さよなら あんころもち 



  

日付 内 容 

５/２３（土） 実施者：職員 

『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 

『じゃあじゃあびりびり』 （偕成社） 

まつい のりこ／作・絵 

『おいしいおと』 （福音館書店） 

三宮 麻由子／ぶん  ふくしま あきえ／え 

♪いちり にり さんり 

♪ぎっこんばっこん 

『おさんぽおさんぽ』 （福音館書店） 

ひろの たかこ／さく 

『タンタンのずぼん』 （偕成社） 

いわむら かずお／作 

６/１３（土） 実施者：職員 

♪コロコロたまご 

『まるてんいろてん』 （福音館書店） 

中辻 悦子／さく 

『おくちは どーこ』 （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 

『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『おんぶおんぶねえおんぶ』 （ポプラ社） 

長 新太／さく 

♪ぎっこんばっこん 

♪ねずみねずみ 

『ぴーぴーばっくしまーす』 （福音館書店） 

片山 健／作 

『があちゃん』 （福音館書店） 

かつや かおり／さく 



  

日付 内 容 

６/１９（金） 実施者：職員・ボランティア 

『いないいないばあ』 [布の絵本] （ふきのとう文庫） 

ふきのとう文庫／作 

『だれかな？だれかな？』 （福音館書店） 

なかや みわ／さく 

『あめかな！』 （福音館書店） 

Ｕ．Ｇ．サトー／さく・え 

『ぴょーん』 （ポプラ社） 

まつおか たつひで／作・絵 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『ぽんちんぱん』 （福音館書店） 

柿木原 政広／作 

『こりゃまてまて』 （福音館書店） 

中脇 初枝／ぶん  酒井 駒子／え 

６/２７（土） 実施者：職員 

『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 

『はねはねはねちゃん』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

♪ねずみねずみ 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪うまはとしとし 

『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 



  

日付 内 容 

７/１１（土） 実施者：職員・ボランティア 

♪ひげじいさん 

『わんわんなにしてるの』 （福音館書店） 

ひろの たかこ／〔作〕 

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店） 

安西 水丸／さく 

『ぽぽんぴぽんぽん』 （福音館書店） 

松竹 いね子／文  ささめや ゆき／絵 

♪ひげじいさん 

『いないいないばああそび』 （偕成社） 

きむら ゆういち／さく 

『おおきいかめちいさいかめ』 （福音館書店） 

山田 ゆみ子／作 

『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 

７/１７（金） 実施者：職員・ボランティア 

『ぞうくんのあめふりさんぽ』 （福音館書店） 

なかの ひろたか／さく・え 

『うさぎのにんじん』 （ブッキング） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

『どんどんキップ』 （鈴木出版） 

ミノオカ リョウスケ／作・絵 

『ねえどっちがすき？』 （福音館書店） 

安江 リエ／ぶん  降矢 奈々／え 

『ちょっとまってねるまえに』 （ポプラ社） 

竹下 文子／さく  鈴木 まもる／え 



 
  

日付 内 容 

７／２５（土） 実施者：職員 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『じゃあじゃあびりびり』 （偕成社） 

まつい のりこ／作・絵 

『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『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 

『おやすみ』 （グランまま社） 

なかがわ りえこ／さく  やまわき ゆりこ／え 

本の紹介 

ブックリスト『おひざにだっこのえほん』 

８／８（土） 実施者：職員・ボランティア 

『ととけっこうよがあけた』 （こぐま社） 

こばやし えみこ／案  ましま せつこ／絵 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

♪かきかきごおり 

『たんたんぼうや』 （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 

『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 

『かにこちゃん』 （くもん出版） 

きしだ えりこ／さく  ほりうち せいいち／え 

『ちいさなねこ』 （福音館書店） 

石井 桃子／さく  横内 襄／え  



  

日付 内 容 

８／２１（金） 実施者：職員・ボランティア 

♪おはなしおはなし 

『おはよう』 （グランまま社） 

なかがわ りえこ／さく  やまわき ゆりこ／え 

『ひまわり』 （福音館書店） 

和歌山 静子／作 

『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 

『おやこでぎゅっ！』 （ひかりのくに） 

まつばら いわき／絵 

♪はなはなはな 

♪ちょちちょちあわわ 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

『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 

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店） 

小西 英子／さく  

『がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん』 （福音館書店） 

安西 水丸／さく 

８／２２（土） 実施者：職員・ボランティア 

『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 

『くつくつあるけ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『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 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『あがりめさがりめ』 （こぐま社） 

ましま せつこ／絵 



 
 

 日付 内 容 

９/１２（土） 実施者：職員・ボランティア 

『まねしんぼう』 （岩崎書店） 

みやにし たつや／さく・え 

『あそぼうよ』 （好学社） 

レオ＝レオニ／作  谷川 俊太郎／訳 

『だあれ？だれなの？』 （真宗大谷派宗務所出版部） 

今森 光彦／写真・文 

『まぜまぜぷーちゃん』 （ポプラ社） 

たるいし まこ／さく 

『ガッタンポッポー』 （ひさかたチャイルド） 

冬野 いちこ／作・絵  

『１０ぱんだ』 （福音館書店） 

岩合 日出子／ぶん  岩合 光昭／しゃしん 

９/１８（金） 実施者：職員 

♪こぶじいさん 

『まるくておいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ／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 

『かくれんぼ かくれんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『おふろだいすき』 （ほるぷ出版） 

いまむら あしこ／ぶん  たるいし まこ／え 

『ねぇだっこ』 （佼成出版社） 

いちかわ けいこ／作  つるた ようこ／画 


