
 
 
 
  

日付 内 容 

４/１８（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 

『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店） 

林 明子／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 

『おふろでちゃぷちゃぷ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  岩崎 ちひろ／絵 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『あそびましょ』 （偕成社） 

松谷 みよ子／文  丸木 俊／絵 

♪ちょちちょちあわわ 

♪こりゃどこのじぞうさん 

『しろろん くろろん』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『くろねこかあさん』 （福音館書店） 

東 君平／さく 



 
 
  

日付 内 容 

５/１６（金） 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 

『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 

♪いっぽんばしこちょこちょ 

♪いちり にり さんり しりしりしり 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

♪うまはとしとし 

『おかあさんといっしょ』 （福音館書店） 

薮内 正幸／さく 

♪こりゃどこのじぞうさん 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『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 

♪さよなら あんころもち 



 
 
  

日付 内 容 

６/２０（金） 実施者：職員 

『まり』 （クレヨンハウス） 

谷川 俊太郎／文  広瀬 弦／絵 

『みんなおおあくび』 （福音館書店） 

藪内 正幸／さく 

『かささしてあげるね』 （福音館書店） 

はせがわ せつこ／ぶん  にしまき かやこ／え 

♪おすわりやす いすどっせ 

『あ－ いいきもち』 （福音館書店） 

しまづ かずこ／さく 

『はらぺこじどうしゃ いらっしゃい』 （福音館書店） 

あんどう としひこ／さく 

♪とうさんゆび どこです 

『もりのパンやさん』 （童心社） 

松谷 みよ子／ぶん  ひらやま えいぞう／え 

『あか あお ふたりで』 （福音館書店） 

Ｕ．Ｇ．サトー／さく 



 
 
  

日付 内 容 

７/１８（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 

『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 

『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『どんぐりころちゃん』 （アリス館） 

みなみ じゅんこ／作 

♪どんぐりころちゃん 

『つかんでぱっくん』 （童心社） 

わかやま しずこ／さく 

『だるまさんが』 （ブロンズ新社） 

かがくい ひろし／さく 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

『ゆーらりももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪こりゃどこのじぞうさん 

♪もどろうもどろうもものはもどろう 



 
 
  

日付 内 容 

８/１５（金） 実施者：職員 

♪パンダ うさぎ コアラ 

『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 

『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 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『おーくんおんぶ』 （福音館書店） 

かたやま けん／さく 

『よくきたね』 （福音館書店） 

松野 正子／ぶん  鎌田 暢子／え 

♪だっこして ぎゅっとして 

『のせてのせて』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  東光寺 啓／え 

♪うまはとしとし 

『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 

♪さよなら あんころもち 



 
 
  

日付 内 容 

９/１９（金） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／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 

『なにのこどもかな』 （福音館書店） 

やぶうち まさゆき／〔作〕 

♪うまはとしとし 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

『おべんとうばこのうた』 （ひさかたチャイルド） 

さいとう しのぶ／構成・絵 

♪おてらのつねこさん 

『そらはだかんぼ！』 （偕成社） 

五味 太郎／作 

♪おやゆびねむれ 

『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 

１０/１７（金） 実施者：職員 

♪ころころたまご 

『ぴよぴよぴよ』 （福音館書店） 

平野 剛／さく 

『みんなおおあくび』 （福音館書店） 

藪内 正幸／さく 

『ねてるのだあれ』 （福音館書店） 

神沢 利子／さく  山内 ふじ江／え 

♪いっぽんばし 

♪おすわりやす いすどっせ 

『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 

『みんなおっぱいのんでたよ』 （福音館書店） 

木坂 涼／ぶん  木村 しゅうじ／え 

『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 

本の紹介 

『あんたがたどこさ』 



 
 
  

日付 内 容 

１１/２１（金） 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 

『こぐまちゃんとどうぶつえん』 （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 

『おててがでたよ』 （福音館書店） 

林 明子／さく 

『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 

♪いっぽんばしこちょこちょ 

♪いちり にり さんり しりしりしり 

『だるまさんが』 （ブロンズ新社） 

かがくい ひろし／さく 

『いないいないばあ』 （福音館書店） 

のむら さやか／文  川本 幸／制作  塩田 正幸／写真 

♪ここはとうちゃんにんどころ 

♪さよなら あんころもち 



 
 
  

日付 内 容 

１２/１９（金） 実施者：職員 

♪おてぶしてぶし 

『たたくとぽん』 （あかね書房） 

寺村 輝夫／さく  和歌山 静子／え 

『むにゃむにゃきゃっきゃっ』 （こぐま社） 

柳原 良平／作・絵 

『くだもの』 （福音館書店） 

平山 和子／さく 

♪ごんべさんの赤ちゃん 

『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 

♪いっちくたっちく 

♪あたまかたひざぽん 

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店） 

安西 水丸／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 

♪さよなら あんころもち 



 
 
  

日付 内 容 

１/１６（金） 実施者：職員 

『だっこして』 （こぐま社） 

にしまき かやこ／作 

『ごろんごろん』 （ポプラ社） 

まつおか たつひで／作・絵 

『なにしてる？』 （理論社） 

いせ ひでこ／作 

♪ちょちちょちあわわ 

『おくちは どーこ』 （金の星社） 

なかえ よしを／さく  上野 紀子／え 

『こちょこちょももんちゃん』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪いっぽんばし 

♪おすわりやす いすどっせ 

♪ぎっこん ばっこん 

『もこもこもこ』 （文研出版） 

谷川 俊太郎／作  元永 定正／絵 

『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 

２/２０（金） 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 

『まるまるころころ』 （童心社） 

得田 之久／ぶん  織茂 恭子／え 

『りんご』 （童心社） 

松野 正子／ぶん  鎌田 暢子／え 

♪おすわりやす いすどっせ 

♪うまはとしとし 

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店） 

駒形 克己／さく 

『おんぶおんぶねえおんぶ』 （ポプラ社） 

長 新太／さく 

『よくきたね』 （福音館書店） 

松野 正子／ぶん  鎌田 暢子／え 

♪あたまかたひざぽん 

『ぼく おうちを つくるんだ！』 （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 

『わらべうたであそびましょ！』 

♪さよなら あんころもち 



 
 

 

日付 内 容 

３/２０（金） 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 

『いないいないばあ』 （童心社） 

松谷 みよ子／文  瀬川 康男／え 

『ももんちゃんぎゅっ！』 （童心社） 

とよた かずひこ／さく・え 

♪ずくぽんじょ 

『がちゃがちゃどんどん』 （福音館書店） 

元永 定正／さく 

『いってきまあす！』 （福音館書店） 

わたなべ しげお／ぶん  おおとも やすお／え 

♪ねーずみねーずみどーこいきゃ 

♪ぎっこんばっこん 

『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 

『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』 


