日

付

４/14（土）

内

容

実施者：職員
♪にぎりぱっちり
『でてこいでてこい』 （福音館書店）
はやし あきこ さく
『おおきいちいさい』 （福音館書店）
元永 定正 さく
♪うまはとしとし
『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
『しろくまちゃんのほっとけーき』 （こぐま社）
森 比左志 文
わだ よしおみ 文
わかやま けん 絵
♪こりゃどこのじぞうさん
『まいごになったぞう』 （偕成社）
てらむら てるお ぶん

むらかみ つとむ え

♪さよならあんころもち
４/20（金）

実施者：職員
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん

瀬川 康男 え

♪いないいないばあ
『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
♪うまはとしとし
『ももんちゃんえーんえーん』 （童心社）
とよた かずひこ さく・え
♪こりゃどこのじぞうさん
『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
♪ここはとうちゃんにんどころ
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
斎藤 槙 さく

日

付

4/28（土）

内 容
実施者：職員
♪だっこしてギュー
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三 ぶん
平山 和子 え
『こりゃまてまて』 （福音館書店）
中脇 初枝 ぶん
酒井 駒子 え
『どのはないちばんすきなはな？』 （福音館書店）
いしげ まりこ ぶん

わきさか かつじ え

♪たんぽぽ
『ちょうちょはやくこないかな』 （福音館書店）
甲斐 信枝 さく
『はらぺこあおむし』 （偕成社）
エリック・カール さく

もり ひさし やく

♪いちり にり さんり
♪おやゆびねむれ
本の紹介
『いないいないばあ』
『まてまてまて』
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』
『子どもとお母さんのあそびうたえほん』
5/12（土）

実施者：職員
♪だっこしてギュー
『ぎゅっ』 （徳間書店）
ジェズ・オールバラ 作・絵
『よくきたね』 （福音館書店）
松野 正子 文
鎌田 暢子 絵
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん
瀬川 康男 え
『どうぶつのおやこ』 （福音館書店）
薮内 正幸 画
♪こりゃどこのじぞうさん
♪いちり にり さんり
♪おやゆびねむれ
『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
本の紹介
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』
『子どもとお母さんのあそびうたえほん』
『あかちゃんのごきげんがよくなる１２のわらべうたえほん』

日

付

5/18（金）

内 容
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

『わ』 （福音館書店）
元永 定正 さく
♪ちょちちょちあわわ
『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
『とってください』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
♪もどろうもどろうもものはもどろう
『おじょらぽん』 （福音館書店）
はせがわ せつこ 文
さいとう としゆき 絵
♪おやゆびねむれ
5/26（土）

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
♪うまはとしとし
『いちにのさんぽ』 （アリス館）
ひろかわ さえこ 著
『パンツのはきかた』 （福音館書店）
岸田 今日子 さく
佐野 洋子 え
♪いっぽんばし
♪いちり にり さんり
♪大根づけ
『どんどこどん』 （福音館書店）
和歌山 静子 作
『かんかんかん』 （福音館書店）
のむら さやか 文

塩田 正幸 写真

♪さよならあんころもち

日

付

6/9（土）

内 容
実施者：ボランティア
♪おててをぽん
『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
『しろろん くろろん』 （福音館書店）
元永 定正 さく
『おててがでたよ』 （福音館書店）
林

明子 さく

♪いっぽんばし
『おさんぽおさんぽ』 （福音館書店）
ひろの たかこ さく
『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
『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
6/15（金）

実施者：ボランティア
『はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！』 （アリス館）
くぼ まちこ 著
『だれとだれかとおもったら』 （福音館書店）
東

君平 さく

『ひとつずつ』 （絵本塾出版）
八木田 宜子 文

長 新太 絵

『ちいさなダンプカー』 （トモ企画）
ミシェル・ゲイ さく

まつだ しろう やく

『おひざでだっこ』 （童心社）
内田 麟太郎 ぶん

長谷川 義史 え

♪おやゆびねむれ
♪いちり にり さんり
♪こりゃどこのじぞうさん

日

付

6/23（土）

内 容
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

『にんじん』 （福音館書店）
せな けいこ さく・え
♪うまはとしとし
『まるてんいろてん』 （福音館書店）
中辻 悦子 さく
♪めんめんすーすー
『おさんぽおさんぽ』 （福音館書店）
ひろの たかこ さく
『があちゃん』 （福音館書店）
かつや かおり さく
♪ねずみねずみどこいきゃ

7/14（土）

『おやすみなさいのうた』

（ポプラ社）

いまむら あしこ さく

いちかわ なつこ え

実施者：ボランティア
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん

瀬川 康男 え

『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店）
安西 水丸 さく
『おててがでたよ』 （福音館書店）
林

明子 さく

♪いちり にり さんり
『おおきなかぶ』 （福音館書店）
Ａ．トルストイ 再話
本の紹介
『おともだち』
『くつくつあるけ』

佐藤 忠良 画

内田

莉莎子 訳

日

付

7/20（金）

内 容
実施者：ボランティア
『ぽぽんぴぽんぽん』 （福音館書店）
松竹 いね子 文

ささめや ゆき 絵

『あー・あー』 （童心社）
三浦 太郎 さく・え
「いもむしごーろごろ」
（こどものとも 0.1.2. 2008 年 9 月） （福音館書店）
こばやし えみこ 文
番留 きょう子 絵
「ねられんねられんかぼちゃのこ」
（こどものとも年少版 2018 年 6 月） （福音館書店）
やぎゅう げんいちろう さく
『ぎったんこばったんこ』

（福音館書店）

柚木 沙弥郎 さく
「だっこし～てだっこし～て」
（こどものとも 0.1.2. 2013 年 4 月） （福音館書店）
木坂 涼 文
長野 ヒデ子 絵
『おやまごはん』 （偕成社）
西内 ミナミ さく

和歌山 静子 え

『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵
「おいでおいで」
（こどものとも 0.1.2. 2014 年 11 月） （福音館書店）
佐々木 一澄 さく

日

付

7/28（土）

内 容
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

『じゃあじゃあびりびり』

（偕成社）

まつい のりこ 作・絵
『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社）
森

比左志 文

わだ よしおみ 文

わかやま けん 絵

♪ちょちちょちあわわ
♪おやゆびねむれ
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
『おててがでたよ』 （福音館書店）
林

明子 さく

『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
♪こりゃどこのじぞうさん
♪さよならあんころもち
8/11（土）

実施者：ボランティア
♪ととけっこう
『おつむてんてん』 （福音館書店）
ふくち のぶお さく
『ねこがいっぱい』 （福音館書店）
グレース・スカール さく
♪はとのなきごえは

やぶき みちこ やく

「おふねがぎっちらこ」
（こどものとも０.１.２. ２００９年５月） （福音館書店）
柚木 沙弥郎 さく
♪おふねがぎっちらこ
「はなびがあがりますよ」
（こどものとも年少版 ２０１４年８月） （福音館書店）
のむら さやか 文
織茂 恭子 絵
♪あがりめさがりめ
♪ゆうなのきのしたで

日

付

8/17（金）

内 容
実施者：ボランティア
『どんぐりころころ』［布の絵本］ （ふきのとう文庫）
ふきのとう文庫 作
♪どんぐりころころ
『あっ！』 （金の星社）
中川 ひろたか ぶん

柳原 良平 え

『でてこいでてこい』 （福音館書店）
はやし あきこ さく
『どうぶつのあかちゃん』

（ひさかたチャイルド）

♪こぶたたぬききつねねこ
『いいおかお（いただきます）
』 （講談社）
いもと ようこ 絵
『どうぶつのおやこ』 （福音館書店）
薮内 正幸 画
『まり』 （クレヨンハウス）
谷川 俊太郎 文

広瀬

弦 絵

『にんじん』 （福音館書店）
せな けいこ さく・え
『おとうさんあそぼう』 （福音館書店）
わたなべ しげお ぶん
♪ひげじいさん

おおとも やすお え

日

付

8/25（土）

内 容
実施者：職員
♪にぎりぱっちり
『でてこいでてこい』 （福音館書店）
はやし あきこ さく
『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店）
駒形 克己 さく
『こぐまちゃんのみずあそび』 （こぐま社）
森

比左志 文

わだ よしおみ 文

わかやま けん 絵

♪こりゃどこのじぞうさん
♪うまはとしとし
『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
『うさこちゃんとうみ』 （福音館書店）
ディック・ブルーナ ぶん・え

いしい ももこ やく

♪おやゆびねむれ
♪さよならあんころもち
本の紹介
『こぐまちゃんのどろあそび』
9/1（土）

実施者：ボランティア
『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

『ん』 （講談社）
長田 弘 さく

山村 浩二 え

『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
♪おべんとうばこのうた
『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

『おつきみおばけ』 （ポプラ社）
せな けいこ 作・絵
『ひ ぼうぼう』 （童心社）
新井 洋行 さく
『パンダちゃん』 （そうえん社）
ゆうき えつこ ぶん

福田 幸広 しゃしん

日

付

9/21（金）

内 容
実施者：ボランティア
『おかあさんどーこ？』 （童心社）
わかやま しずこ さく
『おおきくなあれ』 （絵本館）
あべ 弘士 作
『ぶーぶーじどうしゃ』 （福音館書店）
山本 忠敬 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

『ねえだっこして』 （金の星社）
竹下 文子 文
9/22（土）

田中 清代 絵

実施者：職員
『おててがでたよ』 （福音館書店）
林

明子 さく

『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
♪うまはとしとし
『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店）
安西 水丸 さく
『はらぺこあおむし』 （偕成社）
エリック・カール さく

もり ひさし やく

♪うえからしたからおおかぜこい
『なーんだなんだ』 （童心社）
カズコ Ｇ．ストーン さく
『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵

