
 
 
 
  

日付 内 容 

4/１（火） 実施者：職員 

『なにのあしあとかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／〔作〕 

『ぴっけやまのおならくらべ』 （ひさかたチャイルド） 

かさい まり／文  村上 康成／絵 

『そらはだかんぼ！』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『あかちゃんてね』 （小学館） 

星川 ひろ子／著  星川 治雄／著 

『おへそのあな』 （ＢＬ出版） 

長谷川 義史／作 



 
  

日付 内 容 

５/１７（土） 実施者：職員 

『おへそのあな』 （ＢＬ出版） 

長谷川 義史／作 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

本の紹介 

『ぴよぴよぴよ』 

『ごぶごぶごぼごぼ』 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

本の紹介 

『おててぱちぱち』 

『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 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

『あがりめさがりめ』 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

本の紹介 

『きゅっきゅっきゅっ』 

『いただきまあす』 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

本の紹介 

『どうぶつのおかあさん』 

『おかあさんといっしょ』 

『どうやってねるのかな』 

「おひざにだっこのえほん」「絵本タイムをたのしみませんか？」 

配布、紹介 

こども図書館おひざにだっこのコーナーの案内 



 
 

  

日付 内 容 

６/３（火） 実施者：職員 

『せんべせんべやけた』 （こぐま社） 

こばやし えみこ／案  ましま せつこ／絵 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

♪いちり にり さんり 

『じゃあじゃあびりびり』 （偕成社） 

まつい のりこ／作・絵 

『のせてのせて』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  東光寺 啓／え 

本の紹介 

『いないいないばあ』 

『いいおかお』 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

「絵本タイムをたのしみませんか？」 配布・紹介 

絵本の選び方等について 

『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 内 容 

７/１９（土） 実施者：職員 

『おへそのあな』 （ＢＬ出版） 

長谷川 義史／作 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

本の紹介 

『もこもこもこ』 

『かおかおどんなかお』 

『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 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

『まてまてまて』 

『おててぱちぱち』 （ポプラ社） 

あまん きみこ／〔さく〕  上野 紀子／え 

本の紹介 

『あそぼうあそぼうおとうさん』 

『あそぼうあそぼうおかあさん』 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

本の紹介 

『きゅっきゅっきゅっ』 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

本の紹介 

『おにぎり』 

『どうぶつのこどもたち』 

『のせてのせて』 

『ぶーぶーじどうしゃ』 

『がたんごとんがたんごとん』 

「おひざにだっこのえほん」「絵本タイムをたのしみませんか？」 

配布、紹介 



 
  

日付 内 容 

９/２０（土） 実施者：職員 

『おめでとう』 （ポプラ社） 

いとう えみこ／文  伊藤 泰寛／写真 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

『おつきさまこんばんは』 （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 

『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 

♪めんめんすーすー 

♪いちり にり さんり 

「絵本タイムをたのしみませんか？」 配布・紹介 

絵本の選び方等について 

１０/７（火） 実施者：職員 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

『まるくておいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ／さく 

本の紹介 

『くだもの』 

『おかあさんといっしょ』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

絵本の読み聞かせ、選び方についての話 

本の紹介 

『いないいないばあ』 

『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／作 

『おかあさんがおかあさんになった日』 （童心社） 

長野 ヒデ子／さく 



 
  

日付 内 容 

１/１７（土） 実施者：職員 

『じゃあじゃあびりびり』 （偕成社） 

まつい のりこ／作・絵 

『のせてのせて』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  東光寺 啓／え 

『きんぎょがにげた』 （福音館書店） 

五味 太郎／作 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

本の紹介 

『おつきさまこんばんは』 

『きゅっきゅっきゅっ』 

『くつくつあるけ』 

『おとうさんあそぼう』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

本の紹介 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

♪いちり にり さんり 

『おへそのあな』 （ＢＬ出版） 

長谷川 義史／作 

本の紹介 

『うちにあかちゃんがうまれるの』 

『あかちゃんてね』 



 
  

日付 内 容 

２/３（火） 実施者：職員 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『まるてんいろてん』 （福音館書店） 

中辻 悦子／さく 

『ころころころ』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『どうぶつのおかあさん』 （福音館書店） 

小森 厚／ぶん  藪内 正幸／え 

『こんにちはさようなら』 （こぐま社） 

にしまき かやこ／作 

『いただきまあす』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

わらべうた絵本の紹介・絵本の選び方など 

『あかちゃんでておいで』  （偕成社） 

フラン・マヌシュキン／さく  ロナルド・ヒムラー／え 

松永 ふみ子／訳 



 
 

日付 内 容 

３/２１（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 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

本の紹介 

『がたんごとんがたんごとん』 

『ぶーぶーぶー』 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

本の紹介 

『ここよここよ』 

『いいこねんね』  （童心社） 

内田 麟太郎／ぶん  長谷川 義史／え 

本の紹介 

『おくちは どーこ』 

『いってきまあす！』 

『ももんちゃんぎゅっ！』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

本の紹介 

「うさこちゃんシリーズ」 

『あかちゃんてね』 

「おひざにだっこのえほん」「絵本タイムをたのしみませんか？」 

配布、紹介 

こども図書館おひざにだっこのコーナーの案内 


