
 
 
 
  

日付 内 容 

4/1（日） 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 

『ごぶごぶ ごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『ころころころ』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『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 

本の紹介 

『こんにちはどうぶつたち』 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『おさじさん』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  東光寺 啓／絵 



 
 
  

日付 内 容 

5/6（日） 実施者：職員 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『どうやってねるのかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／著 

『みんなうんち』 （福音館書店） 

五味 太郎／さく 

♪おてぶしてぶし 

『カラスのはてな？』 （福音館書店） 

からさわ こういち／さく  たにうち つねお／え 

『じゃぐちをあけると』 （福音館書店） 

しんぐう すすむ／さく 

♪あたまかたひざぽん 

『やさいのおなか』 （福音館書店） 

きうち かつ／さく・え 

本の紹介 

『アリからみると』 

『まる・さんかく・しかく』 

『およぐ』 

『あそぼうあそぼうおとうさん』 



 
  

日付 内 容 

6/10（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 

『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 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『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 

『あっ！』 （金の星社） 

中川 ひろたか／ぶん  柳原 良平／え 

『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 

♪うまはとしとし 

『ぶーぶーじどうしゃ』 （福音館書店） 

山本 忠敬／さく 

『ブップーバス』 （アリス館） 

とよた かずひこ／著 

『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 

♪ここはとうちゃんにんどころ 



 
 
  

日付 内 容 

7/1（日） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

『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 

『すいかくんがね…』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪うまはとしとし 

『かかかかか』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『うみ』 （ひかりのくに） 

岸田 衿子／文  長 新太／絵 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『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 

『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 

本の紹介 



 
 
  

日付 内 容 

8/5（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 

♪の～びのび 

『めの まど あけろ』 （福音館書店） 

谷川 俊太郎／ぶん  長 新太／え 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『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 

『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 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』 （アリス館） 

ひろかわ さえこ／さく 

『ごくらくももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 

♪おやゆびねむれ さしゆびも 



 
 
  

日付 内 容 

9/2（日） 実施者：職員 

『おかあさんといっしょ』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

『どうぶつのおやこ』 （福音館書店） 

薮内 正幸／画 

『おんぶに だっこ』 （童心社） 

わかやま けん／さく 

♪おすわりやすいすどっせ 

『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 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『なかよしいっしょこぶたちゃん』 （偕成社） 

きたやま ようこ／作・絵 

『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 

『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 

♪こりゃどこのじぞうさん 



 
 
  

日付 内 容 

10/7（日） 実施者：職員 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『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 

『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 

『まるくておいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ／さく 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『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 

『おにぎり』 （福音館書店） 

平山 英三／ぶん  平山 和子／え 

本の紹介 

『くだもの』 

『やさい』 

『おさじさん』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  東光寺 啓／絵 

『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 



 
 
  

日付 内 容 

11/4（日） 実施者：職員 

『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 

『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 

♪ちょちちょちあわわ 

本の紹介 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

♪めんめんすーす 

本の紹介 

『ももたろう』 

『三びきのやぎのがらがらどん』 

『おどりトラ』 

『ダチョウのくびはなぜながい？』 

『三びきのこぶた』 

昔話絵本の選び方のコツのはなし 

『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 

♪こりゃどこのじぞうさん 

♪だっこしてー ぎゅっとしてー 



 
 
  

日付 内 容 

12/2（日） 実施者：職員 

『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店） 

織茂 恭子／さく 

『もりのおふろやさん』 （ひさかたチャイルド） 

とよた かずひこ／さく・え 

『ごろんごゆきだるま』 （福音館書店） 

たむら しげる／さく 

♪のびのび 

♪あたま かた ひざ ぽん 

『ふゆめがっしょうだん』 （福音館書店） 

冨成 忠夫／写真  茂木 透／写真  長 新太／文 

『みかんです』 （文化出版局） 

川端 誠／作 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『サンタのおまじない』 （冨山房） 

菊地 清／作・絵 



 
 
  

日付 内 容 

1/6（日） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

『がちゃがちゃどんどん』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『あがりめさがりめ』 （福音館書店） 

いまき みち／さく 

♪あがりめさがりめ 

『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 

『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 

♪どどっこやがいん 

『ちびすけどっこい』 （こぐま社） 

こばやし えみこ／案  ましま せつこ／絵 

♪うまはとしとし 

『くっくくっく』 （福音館書店） 

長谷川 摂子／文  小川 忠博／写真 

♪おてらのつねこさん 

『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 

本の紹介など 



 
 
  

日付 内 容 

2/3（日） 実施者：職員 

『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 

『ここよここよ』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／え  かんざわ としこ／ぶん 

♪げんこつやまのたぬきさん 

『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 

『くろねこかあさん』 （福音館書店） 

東 君平／さく 

♪かたどん・ひじどん 

『はしるのだいすき』 （福音館書店） 

わかやま しずこ／さく 

♪ぞうさん 

詩 

『ねんね』 （アリス館） 

さえぐさ ひろこ／文 

本の紹介 

『おしり』 

『いいおかお』 

『どうぶつのおやこ』 



 
 

 

日付 内 容 

3/３（日） 実施者：職員 

『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 

『おーいはーい』 （ポプラ社） 

和歌山 静子／さく 

『いちご』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『はるののはらで』 （童心社） 

ひらやま かずこ／さく 

♪ずくぼんじょずぼんじょ 

『おひさまぽかぽか』 （福音館書店） 

笠野 裕一／作 

♪あたまてんてん 

『はねちゃんの ピクニック』 （福音館書店） 

なかがわ りえこ／ぶん  やまわき ゆりこ／え 

♪こりゃどこのじぞうさん 

本の紹介 

『もりのひなまつり』など 


