日

付

４/１３（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
『ねんね』 （アリス館）
さえぐさ ひろこ 文
『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

♪じーじーばあ
♪うまはとしとし
♪ねずみねずみ
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』
『こりゃまてまて』 （福音館書店）
中脇 初枝 ぶん 酒井 駒子 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

♪おやゆびねむれ
『おつきさまこんばんは』
林

（福音館書店）

明子 さく

♪さよならあんころもち
４/１９（金）

実施者：職員
『りんごがコロコロコロリンコ』 （講談社）
三浦 太郎 作
『もじゃらんこ』 （福音館書店）
きしだ えりこ ぶん

ふるや かずほ え

『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 作
♪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
『ももんちゃんぎゅっ！』
とよた かずひこ さく・え

（童心社）

日

付

４/２７（土）

内 容
実施者：職員
♪ととけっこうよがあけた
『ぶーぶーぶー』 （福音館書店）
こかぜ さち ぶん

わきさか かつじ え

『うみ』 （ひかりのくに）
岸田 衿子 文

長 新太 絵

♪こりゃどこのじぞうさん
本の紹介
『あんたがたどこさ』
『きんぎょがにげた』 （福音館書店）
五味 太郎 作
『おおきいちいさい』 （福音館書店）
元永 定正 さく
『ねずみさんのくらべっこ』 （こぐま社）
多田 ヒロシ 作
『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

♪さよならあんころもち
５/１１（土）

実施者：職員
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三 ぶん

平山

和子 え

『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

♪いっぽんばしこちょこちょ
『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
『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵
『でんしゃ』 （金の星社）
バイロン・バートン さく

え

こじま まもる

やく

日

付

５/１７（金）

内 容
実施者：職員
♪にぎりぱっちり
♪おてぶしてぶし
『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

『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

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 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
『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店）
駒形 克己 さく
『ひよこさん』 （福音館書店）
征矢 清 さく

林 明子 え

♪さよならあんころもち
５/２５（土）

実施者：職員
♪にぎりぱっちり
『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店）
駒形 克己 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

♪じーじーばあ
♪ねずみねずみ
♪こりゃどこのじぞうさん
『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三 ぶん

平山

和子 え

♪おやゆびねむれ
『ねむたいねむたい』 （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
本の紹介
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』

日

付

６/８（土）

内 容
実施者：ボランティア
♪にぎりぱっちり
♪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
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん
瀬川 康男 え
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槇 さく
『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
『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
♪さよならあんころもち

６/２１（金）

実施者：ボランティア
『がたんごとんがたんごとん』 （福音館書店）
安西 水丸 さく
『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店）
林 明子 さく
『ちいさなさかな』 （福音館書店）
ディック・ブルーナ ぶん

え

いしい ももこ

♪いっぽんばしこちょこちょ
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
『どうぶつのおかあさん』
小森 厚 ぶん

（福音館書店）

薮内 正幸 え

やく

日

付

６/２２（土）

内 容
実施者：職員
♪にぎりぱっちり
『じゃあじゃあびりびり』

（偕成社）

まつい のりこ さく
『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
「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
♪こりゃどこのじぞうさん
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん

瀬川 康男 え

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『ねむたいねむたい』 （福音館書店）
やぎゅう げんいちろう さく
♪おやゆびねむれ
♪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』
７/１３（土）

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

『きんぎょがにげた』 （福音館書店）
五味 太郎 作
『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

『くっついた』 （こぐま社）
三浦 太郎 作・絵
『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
『こかげでほっ』 （ひさかたチャイルド）
みなみ じゅんこ さく・え
『わっはっは』 （偕成社）
田島 征三 作

日

付

７/１９（金）

内 容
実施者：ボランティア
『うしろにいるのだあれ』

（新風舎）

ふくだ としお 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
♪ちょちちょちあわわ
『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

♪めんめんすーすー
『おおきいちいさい』 （福音館書店）
元永 定正 さく
♪ここはとうちゃんにんどころ
本の紹介
『なんのぎょうれつ？』
『なんのじゅうたい？』
♪おすわりやす
♪さよならあんころもち
７/２７（土）

実施者：職員
『だれかな？だれかな？』

（福音館書店）

なかや みわ さく
『じゃあじゃあびりびり』

（偕成社）

まつい のりこ 作・絵
♪いちり にり さんり
♪ここはとうちゃんにんどころ
♪こりゃどこのじぞうさん
本の紹介
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』
『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ さく
『くまとりすのおやつ』 （福音館書店）
きしだ えりこ ぶん

ほりうち せいいち え

ほりうち もみこ え
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『かみさまからの おくりもの』 （こぐま社）
ひぐち みちこ 著
♪さよならあんころもち

日

付

８/１０（土）

内 容
実施者：ボランティア
♪どのこがよいこ
♪めんまるさんに参って
『こちょばここちょばこ』 （ひかりのくに）
中川 ひろたか 文
村上 康成 絵
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 作
♪こっちのたんぽたんぽや
♪はなこさんどこ行くの
♪なみなみわんわちゃくり
「たこさん たこさん」
（こどものとも０.１.２. ２０１９年８月） （福音館書店）
増田 純子 さく
「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
『おばけなんてないさ』 （ポプラ社）
せな けいこ 絵

槙 みのり 作詞

峯 陽

作曲

♪さよならあんころもち
８/１６（金）

実施者：ボランティア
♪にぎりぱっちり
「おひさまずんずん」
（こどものとも０.１.２. ２０１６年９月） （福音館書店）
卯月 俊光 さく
『せんろはつづくまだつづく』 （金の星社）
竹下 文子 文

鈴木 まもる 絵

♪そうめんや
『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

『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
♪なみなみわんわちゃくり
♪ぎっこんばっこん
♪さよならあんころもち

わかやま けん 絵

日

付

８/２４（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
♪こりゃどこのじぞうさん
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子 さく
『ねむたいねむたい』 （福音館書店）
やぎゅう げんいちろう さく
♪おやゆびねむれ
『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

♪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』
９/１４（土）

実施者：ボランティア
『きんぎょがにげた』 （福音館書店）
五味 太郎 作
『ひこうき』 （金の星社）
バイロン・バートン さく

え

こじま まもる

やく

『サンドイッチサンドイッチ』 （福音館書店）
小西 英子 さく
♪パンやさんのうた
『まるまるまるのほん』 （ポプラ社）
エルヴェ・テュレ さく

たにかわ しゅんたろう やく

『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

『りんごぼうや』 （福音館書店）
ディック・ブルーナ ぶん

え

まつおか きょうこ やく

日

付

９/２０（金）

内 容
実施者：ボランティア
『あめかな！』 （福音館書店）
Ｕ.Ｇ.サトー さく・え
『みずたまレンズ』 （福音館書店）
今森 光彦 さく
『ぴよぴよ』 （くもん出版）
谷川 俊太郎 さく

堀内 誠一 え

『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『ぽんちんぱん』 （福音館書店）
柿木原 政広 作
『サイモンは、ねこである。
』 （あすなろ書房）
ガリア・バーンスタイン 作
なかがわ ちひろ
布あそび ♪すっぺらぽ～ん
布あそび ♪おてぶしてぶし
布あそび ♪いないいないばあ
布あそび ♪上から下から大風来い
９/２８（土）

実施者：職員
♪にぎりぱっちり
♪おてぶしてぶし
『まるまる』 （福音館書店）
中辻 悦子 さく
『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

♪いっぽんばし
『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

『があちゃん』 （福音館書店）
かつや かおり さく
『おつきさまこんばんは』
林 明子 さく
♪おやゆびねむれ
♪さよならあんころもち

（福音館書店）

訳

