
 
 
 
  

日付 内 容 

4/19（金） 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 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

♪のびのび～ 

『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』 

『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 

『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 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 



 
 
  

日付 内 容 

5/17（金） 実施者：職員 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『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 

♪ちょちちょちあわわ 

『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 

♪こりゃどこのじぞうさん 

♪うまはとしとし 

『どうぶつのおかあさん』 （福音館書店） 

小森 厚／ぶん  薮内 正幸／え 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪だっこして ぎゅっとして 



 
 
  

日付 内 容 

6/21（金） 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 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『くろねこかあさん』 （福音館書店） 

東 君平／さく 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

本の紹介 

『ごくらくももんちゃん』など 

『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 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

本の紹介 

『どうぶつのおやこ』 

『こんにちはどうぶつたち』 

『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（金） 実施者：職員 

『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 

『くつくつあるけ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

♪うまはとしとし 

『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 

『うみ』 （ひかりのくに） 

岸田 衿子／文  長 新太／絵 

♪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 

『なにのこどもかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／著 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『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 

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店） 

安西 水丸／さく 



 
 
  

日付 内 容 

8/16（金） 実施者：職員 

『ひまわり』 （福音館書店） 

和歌山 静子／作 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『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 

本の紹介 

『こんにちは』など くまくんの絵本シリーズ 

♪ちょちちょちあわわ 

『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 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『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 

『でてこいでてこい』 （福音館書店） 

はやし あきこ／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 

♪いないいないばー 

『なーらんだ』 （こぐま社） 

三浦 太郎／作・絵 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

♪こりゃどこのじぞうさん 



 
 
  

日付 内 容 

9/20（金） 実施者：職員 

『まるまる』 （福音館書店） 

中辻 悦子／さく 

『てんてんてん』 （福音館書店） 

わかやま しずこ／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 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『わたしの』 （こぐま社） 

三浦 太郎／作・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 

♪うまはとしとし 

『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 

『ももんちゃんぎゅっ！』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『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 



 
 
  

日付 内 容 

10/18（金） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

『なーんだなんだ』 （童心社） 

カズコ Ｇ．ストーン／さく 

『おっぱいちゅうちゅう』 （小学館） 

あべ 弘士／さく 

『にらめっこしましょ』 （福音館書店） 

長 新太／さく 

♪ちょちちょちあわわ 

♪あたまかたひざぽん 

『むにゃむにゃきゃっきゃっ』 （こぐま社） 

柳原 良平／作・絵 

『ぶーぶーじどうしゃ』 （福音館書店） 

山本 忠敬／さく 

♪おてらのつねこさん 

『そらはだかんぼ』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

『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 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

♪さよならあんころもち 



 
  

日付 内 容 

11/15（金） 実施者：職員 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『おおきいちいさい』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『わんわん』 （ポプラ社） 

長野 ヒデ子／さく・え 

『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 

♪ちょちちょちあわわ 

『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 

『ぎゅっ』 （徳間書店） 

ジェズ・オールバラ／作・絵 

♪だっこして ぎゅっとして 

♪めんめ すーす けむしっし 

『おおさむ こさむ』 （偕成社） 

松谷 みよ子／文  遠藤 てるよ／絵 

『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 

♪うまはとしとし 

♪こりゃどこのじぞうさん 

♪さよなら あんころもち 



 
  

日付 内 容 

12/20（金） 実施者：職員 

『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 

『ごろんごゆきだるま』 （福音館書店） 

たむら しげる／さく 

『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店） 

織茂 恭子／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 

♪ぎっこん ばっこん よいしょぶね 

『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 

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店） 

片山 健／さく・え 



 
 
  

日付 内 容 

1/17（金） 実施者：職員 

♪にぎりぱっちり 

『ぴよぴよぴよ』 （福音館書店） 

平野 剛／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 

『ぷるんぷるんおかお』 （アリス館） 

とよた かずひこ／著 

『まるまる』 （福音館書店） 

中辻 悦子／さく 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

♪ちょちちょちあわわ 

『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 

『あそびましょ』 （偕成社） 

松谷 みよ子／文  丸木 俊／絵 

♪くまさんくまさん 

♪うまはとしとし 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『ふゆのき』 （福音館書店） 

ふりや なな／さく 



 
 
  

日付 内 容 

2/21（金） 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 

『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 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『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 

『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 

♪あたまかたひざぽん 

『まるくておいしいよ』 （福音館書店） 

こにし えいこ／さく 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／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 

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店） 

安西 水丸／さく 

♪さよならあんころもち 



 
 

 

日付 内 容 

3/21（金・祝） 実施者：職員 

『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 

『どんどこももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪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 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

♪うまはとしとし 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『おつきさまこんばんは』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

♪こりゃどこのじぞうさん 

♪さよならあんころもち 


