日

付

１０/１４（土）

内 容
実施者：ボランティア
『でてこいでてこい』 （福音館書店）
はやし あきこ さく
『ぎったん ばっこん』 （文化出版局）
なかえ よしを 文

上野 紀子 絵

『たべたのだーれだ？』
（こどものとも０．１．２． ２０１６年８月） （福音館書店）
たむら しげる さく
♪たまごたまごがぱちんとわれた
『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

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店）
片山 健

さく・え

♪さよならあんころもち

日

付

１０/２０（金）

内 容
実施者：ボランティア
布絵本
『いないいないばあ』
『おはよう』
『かおかおどんなかお』 （こぐま社）
柳原 良平 作・絵
『コップちゃん』 （ブロンズ新社）
中川 ひろたか ぶん

１００％Ｏｒａｎｇｅ え

『ミッフィーののりものなあに』 （講談社）
ディック＝ブルーナ 絵

講談社 編

『おおきな あかい りんご』 （福音館書店）
たるいし まこ さく
『いろいろきのこ』 （くもん出版）
山岡 ひかる 作
『１００』
（ちいさなかがくのとも 201６年 12 月） （福音館書店）
名久井 直子 作

井上

佐由紀 写真

『たべたのだーれだ？』
（こどものとも０．１．２． ２０１６年８月） （福音館書店）
たむら しげる さく
『とんでけかぼちゃ』 （ひさかたチャイルド）
あきやま ただし 作・絵
布絵本
『このいろなあに』

日

付

１０/２８（土）

内 容
実施者：ボランティア
『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

『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵
♪ひげじいさん
『こちょこちょこちょ』 （童心社）
うちだ りんたろう 作

ながの ひでこ 作

『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
♪ひげじいさん（アンパンマンバージョン）
『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

本の紹介
『いないいないばあ』
『くろねこかあさん』
『わたしとあそんで』
『おおきな木』
１１/１１（土）

実施者：ボランティア
♪ひげじいさん
『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

『おててがでたよ』 （福音館書店）
林 明子 さく
♪あたまかたひざぽん
『わにわにのおふろ』 （福音館書店）
小風 さち ぶん

山口

マオ え

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店）
安西 水丸 さく
♪だるまさんだるまさん
『だるまさんが』 （ブロンズ新社）
かがくい ひろし さく
♪さよならあんころもち

日

付

１１/１７（金）

内 容
実施者：ボランティア
♪はじまるよ
『あなたはだあれ』 （童心社）
松谷 みよ子 文

瀬川

康男 え

『どんどこどん』 （福音館書店）
和歌山 静子 作
『にんじん だいこん ごぼう』 （福音館書店）
植垣 歩子 再話・絵
『ぞうくんのさんぽ』 （福音館書店）
なかの ひろたか さく・え
『おふろでちゃぷちゃぷ』
松谷 みよ子 文

なかの まさたか

レタリング

（童心社）

いわさき ちひろ え

『なにになろうかな？』
（こどものとも年少版 ２００９年６月） （福音館書店）
ヴェーラ・フレーブニコワ
１１/２５（土）

原案・絵

松谷 さやか 文

実施者：ボランティア
♪おはなしはじまるよ
『りんごくんがね…』 （童心社）
とよた かずひこ さく・え
『あのやまこえてどこいくの』 （アリス館）
ひろかわ さえこ 作
♪だっこしてギュ～
『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

『１０ぱんだ』 （福音館書店）
岩合 日出子 ぶん

岩合 光昭 しゃしん

『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
『いろいろおんせん』 （そうえん社）
ますだ ゆうこ ぶん

長谷川 義史 え

『ぎったん ばっこん』 （文化出版局）
なかえ よしを 文

上野 紀子 絵

♪さよならあんころもち

日

付

１２/９（土）

内 容
実施者：ボランティア
『ぽんちんぱん』 （福音館書店）
柿木原 政広 作
『１０ぱんだ』 （福音館書店）
岩合 日出子 ぶん

岩合 光昭 しゃしん

『いしゃがよい』 （福音館書店）
さくら せかい さく
♪このこどこのこ
♪あのやまこえて
♪だいこんかぶら
♪おおまたこまた
♪おてがみ
♪きらきらぼし
１２/１５（金）

実施者：ボランティア
『だーれかなだーれかな』

（童心社）

カズコ Ｇ．ストーン さく
『やさい』 （福音館書店）
平山 和子 さく
♪やきいもグーチーパー
『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〕
♪もちっこやいて
『くっついた』 （こぐま社）
三浦 太郎 作・絵
『わすれんぼうのサンタクロース』 （教育画劇）
中川 ひろたか 作

中川 貴雄 絵

日

付

１２/２３（土・祝）

内 容
実施者：ボランティア
『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

♪せんべせんべやけた
『りんごころころ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん

とよた かずひこ え

『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

♪どんぶかっかすっかっか
ストーリーテリング 「にんじんとだいこんとごぼう」
『続 おはなしおばさんの小道具』
（一声社）より
♪さよならあんころもち
１/１３（土）

実施者：ボランティア
♪うまはとしとし
『なーんだなんだ』 （童心社）
カズコ Ｇ．ストーン さく
『がちゃがちゃどんどん』

（福音館書店）

元永 定正 さく
♪だいこんつけだいこんつけ
『やさい』 （福音館書店）
平山 和子 さく
『ねんね』 （アリス館）
さえぐさ ひろこ 文
♪ぺったらぺったん
♪とうだ ほしゃ しずめ
♪さよならあんころもち

みたひとは さかえ

日

付

１/１９（金）

内 容
実施者：ボランティア
♪ひげじいさん
『よるくま』 （偕成社）
酒井 駒子 作・絵
『これはまる』 （ポプラ社）
中川 ひろたか ぶん

ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ え

『どんどこどん』 （福音館書店）
和歌山 静子 作
♪おべんとうばこのうた
『とってもいいひ』 （ＢＬ出版）
ケビン・ヘンクス さく

いしい むつみ やく

『ここがすき』 （こぐま社）
きたやま ようこ 作
♪げんこつやまのたぬきさん
１/２７（土）

実施者：ボランティア
『おっしくっらまんじゅう』
（こどものとも０．１．２． ２０１５年１月） （福音館書店）
おかい みほ さく
『よ・だ・れ』 （福音館書店）
小風 さち 文

及川 賢治 絵

『りんごたべよう』 （福音館書店）
なかむら まさこ ぶん

なかじま むつこ え

『たまごさんがね…』 （童心社）
とよた かずひこ さく・え
『おしりしりしり』 （佼成出版社）
長野 ヒデ子 作

長谷川 義史 絵

『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄 さく
『のりまき』 （福音館書店）
小西 英子 さく
『おめんです』 （偕成社）
いしかわ こうじ 作・絵
♪まめまき

日

付

２/１０（土）

内 容
実施者：ボランティア
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 （のら書店）
小林 衛己子 編

大島

妙子 絵 より

♪にぎりぱっちり
『ぼくのくれよん』 （講談社）
長 新太 おはなし・え
『おっしくっらまんじゅう』
（こどものとも０．１．２． ２０１５年１月） （福音館書店）
おかい みほ さく
『すぐ覚えられるわらべうたあそび』 （成美堂出版）
木村 はるみ 著 より
♪という人が
『おさじさん』 （童心社）
松谷 みよ子 文

東光寺 啓 絵

『藤田浩子のわらべうたあそびこのゆびとーまれ』
藤田 浩子 著 より
♪さるとお風呂
♪さよならあんころもち
２/１６（金）

実施者：ボランティア
♪だっこしてぎゅっ～
『おーいおーい』 （福音館書店）
さとう わきこ さく
『あんよあんよ』 （あかね書房）
中川 ひろたか ぶん

ささめや ゆき え

♪いちり にり さんり
『もうわらった』 （教育画劇）
やすおか かよこ 文

うしろ よしあき 文

かさい まり 絵
『ねずみさんのながいパン』 （こぐま社）
多田 ヒロシ 作
♪ちっちゃいまめ
♪さよならあんころもち

（アイ企画）

日

付

２/２４（土）

内 容
実施者：ボランティア
♪げんこつやまのたぬきさん
『おててたっち』 （くもん出版）
武内 祐人 さく
『よくきたね』 （福音館書店）
松野 正子 文

鎌田 暢子 絵

『こりゃまてまて』 （福音館書店）
中脇 初枝 ぶん

酒井

駒子 え

♪いっぽんばしこちょこちょ
『こちょこちょ』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
『きつねのこのみんなにこんにちは』 （あかね書房）
つちだ よしはる 作
『ちいさなねこ』 （福音館書店）
石井 桃子 さく

横内

襄 え

♪さよならあんころもち
３/１０（土）

実施者：ボランティア
『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

『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵
♪うまはとしとし
『くりんくりんごーごー』

（福音館書店）

佐々木 マキ さく
『くろねこさんしろねこさん』 （童心社）
得田 之久 ぶん

和歌山 静子 え

『あそびましょ』 （偕成社）
松谷 みよ子 文

丸木

♪さよならあんころもち

俊 絵

日

付

３/１６（金）

内 容
実施者：ボランティア
♪ひげじいさん
♪コロコロたまご
『うずらちゃんのかくれんぼ』 （福音館書店）
きもと ももこ さく
『まんまるまんまる』 （福音館書店）
田村 ゆう子 さく
『うさぎうさぎこんにちは』 （福音館書店）
松本 典子 さく
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
♪わぁたげ わたげ
『たんぽぽのたね とんだ』 （福音館書店）
すずき ゆりいか ぶん

ごんもり なつこ え

『ちょうちょう ひらひら』 （フレーベル館）
まど みちお ぶん

にしまき かやこ え

♪さよならあんころもち
３/２４（土）

実施者：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

『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店）
林 明子 さく
♪ここはとうちゃんにんどころ
♪あがりめさがりめ
♪いっぽんばしこちょこちょ
『おやこでぎゅっ！』 （ひかりのくに）
まつばら いわき 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
♪だっこしてぎゅっ～
『ぶーぶーじどうしゃ』 （福音館書店）
山本 忠敬 さく
『ほわほわさくら』 （くもん出版）
ひがし なおこ さく

きうち たつろう え

『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵

