日

付

10/13（土）

内

容

実施者：職員
♪にぎりぱっちり
♪おてぶしてぶし
『でてこいでてこい』 （福音館書店）
はやし あきこ さく
『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

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
♪おてらのつねこさん
『おつきさまこんばんは』
林

（福音館書店）

明子 さく

『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
♪さよならあんころもち
10/19（金）

実施者：ボランティア
♪にぎりぱっちり
「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

『もりのおふろ』 （福音館書店）
西村 敏雄 さく
♪ちっちゃいまめ
『ぱん だいすき』 （福音館書店）
征矢 清 ぶん

ふくしま あきえ え

『とっとことっとこ』 （童心社）
まつい のりこ さく
♪どんぐりころちゃん
♪このこどこのこ
♪さよならあんころもち

日

付

10/27（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
『もこもこもこ』 （文研出版）
谷川 俊太郎 作
元永 定正 絵
『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
♪うまはとしとし
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『おつきさまこんばんは』
林 明子 さく

（福音館書店）

♪ここはとうちゃんにんどころ
『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
本の紹介
『あかちゃんのごきけんがよくなる 12 のわらべうたえほん』
11/10（土）

実施者：ボランティア
「むくむくもごもご」
（こどものとも０.１.２. ２０１１年１１月） （福音館書店）
松竹 いね子 文

ましま せつこ 絵

「ぱんぱんあーん」 （福音館書店）
（こどものとも０.１.２. ２０１４年１０月）
すとう あさえ ぶん

堀川 理万子 え

『まるまる』 （福音館書店）
中辻 悦子 さく
『りんごがコロコロコロリンコ』 （講談社）
三浦 太郎 作
『おちばがおどる』 （ポプラ社）
いとう ひろし 作
「かめのおひるね」
（こどものとも０.１.２. ２００７年１１月） （福音館書店）
山﨑 克己 作
『秋』 （絵本館）
五味 太郎 作
『やさいのおなか』 （福音館書店）
きうち かつ さく・え

日

付

11/16（金）

内 容
実施者：ボランティア
『どんどこどん』 （福音館書店）
和歌山 静子 作
『さつまのおいも』 （童心社）
中川 ひろたか 文

村上 康成 絵

『でてこいでてこい』 （福音館書店）
はやし あきこ さく
『わ』 （福音館書店）
元永 定正 さく
『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
♪大きな栗の木の下で
11/24（土）

実施者：職員
♪にぎりぱっちり
『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店）
安西 水丸 さく
『りんご』 （童心社）
松野 正子 ぶん

鎌田

暢子 え

『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
♪ねずみねずみ
♪いちり にり さんり
♪ここはとうちゃんにんどころ
『はーくしょい』 （ポプラ社）
せな けいこ 作・絵
『があちゃん』 （福音館書店）
かつや かおり さく
♪おやゆびねむれ
本の紹介
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』
『おつきさまこんばんは』
林

明子 さく

♪さよならあんころもち

（福音館書店）

日

付

12/8（土）

内 容
実施者：ボランティア
『だっこだっこだーいすき』 （福音館書店）
かみじょう ゆみこ ぶん
１００％ＯＲＡＮＧＥ え
『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店）
林 明子 さく
『でてこいでてこい』 （福音館書店）
はやし あきこ さく
『ありのあちち』 （福音館書店）
つちはし としこ さく
『かおかおどんなかお』 （こぐま社）
柳原 良平 作・絵
『しあわせならてをたたこう』 （大日本絵画）
デビッド Ａ．カーター さく
きたむら まさお やく
『おさじさん』 （童心社）
松谷 みよ子 文
東光寺 啓 絵

12/21（金）

実施者：ボランティア
♪ひげじいさん
『おしり』 （講談社）
三浦 太郎 作
『いたいよいたいよ』 （ポプラ社）
まつおか たつひで さく・え
『クリスマスのふしぎなはこ』 （福音館書店）
長谷川 摂子 ぶん

斉藤 俊行 え

♪あわてんぼうのサンタクロース
『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

『くだものぱくっ』 （講談社）
彦坂 有紀 作

もりと

いずみ 作

『おふろでちゃぷちゃぷ』

（童心社）

松谷 みよ子 文

いわさき ちひろ え

『まくらちゃんです。』 （童心社）
とよた かずひこ さく・え
『だるまさんが』 （ブロンズ新社）
かがくい ひろし さく

日

付

12/22（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

♪ととけっこうよがあけた
♪いちり にり さんり
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん

瀬川 康男 え

『たべたいな』 （福音館書店）
みやまつ ともみ さく
『どうすればいいのかな？』 （福音館書店）
わたなべ しげお ぶん

おおとも やすお え

『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

『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
♪うまはとしとし
♪さよならあんころもち
1/12（土）

実施者：ボランティア
『スプーンちゃん』 （福音館書店）
小西 英子 さく
『もりのおふろ』
西村 敏雄 さく （福音館書店）
『ぼくはからっぽパンツくん』 （教育画劇）
むらた よしこ 作・絵
『ぐるぐるジュース』
矢野 アケミ 作 （アリス館）
♪うまはとしとし
『ゆめにこにこ』 （こぐま社）
柳原 良平 作・絵
『くりんくりんごーごー』

（福音館書店）

佐々木 マキ さく
『あそびましょ』 （偕成社）
松谷 みよ子 文

丸木

俊 絵

日

付

１/18（金）

内 容
実施者：ボランティア
『とんとんとんとんひげじいさん』 （ひさかたチャイルド）
藤本 ともひこ 構成・絵
♪ひげじいさん
『きょうのおやつはなんだろな？』 （鈴木出版）
ふじもと のりこ 作・絵
『ゆきのひのポンテ』 （福音館書店）
オスターグレン晴子 文

エヴァ・エリクソン 絵

『しろくまのパンツ』 （ブロンズ新社）
ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ 作
『とうふさんがね・・・』

（童心社）

とよた かずひこ さく・え
『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵
『くるくるくる』 （あすなろ書房）
桑原 伸之 さく
1/26（土）

実施者：職員
『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
『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

『ごくらくももんちゃん』

（童心社）

とよた かずひこ さく・え
♪ごんべさんのあかちゃん
『ごろんごゆきだるま』 （福音館書店）
たむら しげる さく
『なーんだなんだ』 （童心社）
カズコ Ｇ．ストーン さく
♪おてぶしてぶし
『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
♪さよならあんころもち

日

付

2/9（土）

内 容
実施者：ボランティア
♪手をたたこう
『あなたはだあれ』 （童心社）
松谷 みよ子 文

瀬川

康男 え

『モイモイとキーリー』 （ディスカヴァー・トゥエンティ）
みうら し～まる 作
♪おふろのうた
『おふろでちゃぷちゃぷ』
松谷 みよ子 文

（童心社）

いわさき ちひろ え

『ぷくちゃんのたくさんだっこ』 （アリス館）
ひろかわ さえこ さく
『はくしゅぱちぱち』 （ひかりのくに）
中川 ひろたか 文
2/15（金）

村上 康成 絵

実施者：ボランティア
『はーくしょい』 （ポプラ社）
せな けいこ 作・絵
『スープになりました』 （講談社）
彦坂 有紀 作

もりと

いずみ 作

♪だいこんつけだいこんつけ
『りんごがコロコロコロリンコ』 （講談社）
三浦 太郎 作
♪はなちゃん
『ライオンさんカレー』 （ひさかたチャイルド）
夏目 尚吾 作・絵

日

付

2/23（土）

内 容
実施者：職員
『だっこだっこだーいすき』 （福音館書店）
かみじょう ゆみこ ぶん
１００％ＯＲＡＮＧＥ え
♪だっこしてぎゅっ～
『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
『たたくとぽん』 （あかね書房）
寺村 輝夫 さく
和歌山 静子 え
♪ころころたまご
『があちゃん』 （福音館書店）
かつや かおり 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
『おんなじおんなじももんちゃん』 （童心社）
とよた かずひこ さく・え
『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

3/9（土）

実施者：ボランティア
『ぴよぴよ』 （くもん出版）
谷川 俊太郎 さく

堀内 誠一 え

『おおきいちいさい』 （福音館書店）
元永 定正 さく
『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
『ぱんぱんぱんつ』 （ひさかたチャイルド）
高木 さんご 作・絵
『あー いいきもち』 （福音館書店）
しまづ かずこ さく
『おまるがない！』 （偕成社）
トニー・ロス さく

かねはら みずひと やく

日

付

3/15（金）

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
『もこもこもこ』 （文研出版）
谷川 俊太郎 作

元永

定正 絵

『うさこちゃんとどうぶつえん』 （福音館書店）
ディック・ブルーナ ぶん

え

いしい ももこ やく

『くっついた』 （こぐま社）
三浦 太郎 作・絵
『バルンくん』 （福音館書店）
こもり まこと さく
『おつきさまこんばんは』
林

（福音館書店）

明子 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

『ふうちゃんとちゅうりっぷ』 （福音館書店）
いまき みち さく
3/23（土）

実施者：職員
♪だっこしてぎゅっ～
『ぎゅっ』 （徳間書店）
ジェズ・オールバラ 作・絵
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん
瀬川 康男 え
『じゃあじゃあびりびり』

（偕成社）

まつい のりこ 作・絵
♪にぎりぱっちり
『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店）
安西 水丸 さく
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
♪ここはとうちゃんにんどころ
♪おやゆびねむれ
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』
『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店）
片山 健 さく・え

