日

付

１０/１２（土）

内

容

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
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『スープになりました』 （講談社）
彦坂 有紀 作

もりと

『ちびゴリラのちびちび』

いずみ 作
（ほるぷ出版）

ルース・ボーンスタイン さく
『どんどこももんちゃん』

いわた みみ やく

（童心社）

とよた かずひこ さく・え
『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
『だるまさんの』 （ブロンズ新社）
かがくい ひろし さく

日

付

１０/１８（金）

内 容
実施者：ボランティア
『めとめがあったら』 （ブロンズ新社）
おくむら けんいち ぶん

マッティ・ピックヤムサ え

「やもりのモリー」
（こどものとも０.１.２. ２０１４年９月） （福音館書店）
田村 ゆうこ さく
『やすんでいいよ』 （白泉社）
おくはら ゆめ 作
『ちいちゃんとおみこし』

（ほるぷ出版）

しみず みちを 作
『あかいふうせん』 （出版ワークス）
山田 和明 作・絵
♪どっちん かっちん
『おうちにかえろう』 （白泉社）
青山 邦彦 さく
『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

『くるみのなかには』 （講談社）
たかお ゆうこ 作
１０/２６（土）

実施者：職員
♪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

『のせてのせて』 （童心社）
松谷 みよ子 文

東光寺 啓 え

『ぱかぱか』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
♪うまはとしとし
『がちゃがちゃどんどん』

（福音館書店）

元永 定正 さく
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 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

日

付

１１/９（土）

内 容
実施者：ボランティア
♪このこどこのこ
『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

本の紹介
『おやすみ』
『びっくりまつぼっくり』
多田 多恵子 ぶん

（福音館書店）

堀川 理万子 え

『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
本の紹介
『りんごです』
『おおきな あかい りんご』 （福音館書店）
たるいし まこ さく
『りんごがドスーン』 （文研出版）
多田 ヒロシ 作・文・絵
♪ころんだ おきた だるまさん
♪くいしんぼうのくまさん
♪かなづちトントン
１１/１５（金）

実施者：ボランティア
♪だっこしてぎゅっ～
『やまのおんがくか』 （ひさかたチャイルド）
水田 詩仙 訳詩

鈴木

幸枝 構成・絵

♪やまのおんがくか
『おやおや、おやさい』 （福音館書店）
石津 ちひろ 文

山村

浩二 絵

『やさい』 （福音館書店）
平山 和子 さく
♪いちじくにんじん
『おおきくなったの』 （ほるぷ出版）
すとう あさえ ぶん

つがね ちかこ え

「でんしゃくるかな？」
（こどものとも０.１.２. ２０１８年８月） （福音館書店）
きくち ちき 作
♪さよなら あんころもち

日

付

１１/２３（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

♪めんめんす～す～
『いちにのさんぽ』 （アリス館）
ひろかわ さえこ 著
♪だっこしてぎゅっ～
『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

『でんしゃごっこ』 （福音館書店）
山口 マオ 作
♪うまはとしとし
『ちいさなふね』 （福音館書店）
笠野 裕一 作
♪おやゆびねむれ
１２/１４（土）

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
『クリスマスには おくりもの』 （絵本館）
五味 太郎 作
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 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

♪もちっこやいて～
「ゆきがふってきたの」
（こどものとも０.１.２. ２０１８年１２月） （福音館書店）
南塚 直子 さく

日

付

１２/２０（金）

内 容
実施者：ボランティア
♪おいでおいで
『なーんだなんだ』 （童心社）
カズコ Ｇ．ストーン さく
『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

♪あんぱんしょくぱん
『ぽんちんぱん』 （福音館書店）
柿木原 政広 作
『ぺんぎんたいそう』 （福音館書店）
齋藤 槙 さく
『おしくら・まんじゅう』

（ブロンズ新社）

かがくい ひろし さく
♪きらきら星・ジングルベル（ハンドベル）
『クリスマスのおばけ』 （ポプラ社）
せな けいこ 作・絵
１２/２８（金）

実施者：職員
♪にぎりぱっちり
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子 ぶん

瀬川 康男 え

『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
♪ねずみねずみどこいきゃ
本の紹介
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』
『スープになりました』 （講談社）
彦坂 有紀 作

もりと

いずみ 作

『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
『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

日

付

１/１１（土）

内 容
実施者：ボランティア
♪手をたたこう
♪バスバスはしる
『ブップーバス』 （アリス館）
とよた かずひこ 著
『ねんね』 （アリス館）
さえぐさ ひろこ 文
♪おやすみおめめ
♪おおきなたいこちいさなたいこ
『どんどこももんちゃん』

（童心社）

とよた かずひこ さく・え
『もこもこもこ』 （文研出版）
谷川 俊太郎 作

元永

定正 絵

『かかかかか』 （偕成社）
五味 太郎 作
１/１７（金）

実施者：ボランティア
♪ごんべさんのあかちゃん
『ぼく、いってくる！』 （光村教育図書）
マチュー・モデ 作

ふしみ みさを 訳

『おべんとうバス』 （ひさかたチャイルド）
真珠 まりこ 作・絵
『ぼくのどうぶつえん』 （鈴木出版）
ねじめ 正一 作

山村

浩二 絵

『ぴょーん』 （ポプラ社）
まつおか たつひで 作・絵
『とんだとんだ』 （福音館書店）
いまもり みつひこ きりえ・ぶん
『ろくちゃんとはっくしょん』 （福音館書店）
織茂 恭子 さく
『ロージーのおさんぽ』 （偕成社）
パット・ハッチンス さく
♪いとまきのうた

わたなべ しげお やく

日

付

１/２５（土）

内 容
実施者：職員
『ぎったんこばったんこ』

（福音館書店）

柚木 沙弥郎 さく
♪うまはとしとし
『にんじん』 （福音館書店）
せな けいこ さく・え
『ぱん だいすき』 （福音館書店）
征矢 清 ぶん

ふくしま あきえ え

♪いちり にり さんり
本の紹介
『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』
『わたしのて』 （童話館出版）
ジーン・ホルゼンターラー

ぶん

ナンシー・タフリ え

はるみ こうへい やく
『ぎゅっ』 （徳間書店）
ジェズ・オールバラ 作・絵
♪さよなら あんころもち
２/８（土）

実施者：ボランティア
『くっついた』 （こぐま社）
三浦 太郎 作・絵
『ふーっ！』 （ほるぷ出版）
新井 洋行 作
『こちょこちょ』 （福音館書店）
福知 伸夫 さく
♪ここはとうちゃんにんどころ
♪いっぽんばしこちょこちょ
♪どんぐりころちゃん
『ぽんちんぱん』 （福音館書店）
柿木原 政広 作
『ちゅうちゅうこねずみ』

（主婦の友社）

きくち きょうこ 作
『あおくんときいろちゃん』 （至光社）
レオ・レオーニ 作

藤田 圭雄 訳

日

付

２/２１（金）

内 容
実施者：ボランティア
♪はじまるよ
『どうやってねるのかな』

（福音館書店）

やぶうち まさゆき 作
『こんなときってなんていう？』 （ひかりのくに）
たかてら かよ ぶん

さこ ももみ え

♪ぱんぱんぱんやさんにいきたいな
『ぱん だいすき』 （福音館書店）
征矢 清 ぶん

ふくしま あきえ え

『みんなうんち』 （福音館書店）
五味 太郎 さく
『はなをくんくん』 （福音館書店）
ルース・クラウス ぶん

マーク・シーモント え

きじま はじめ やく
『ぽとんぽとんはなんのおと』 （福音館書店）
神沢 利子 さく

平山

英三 え

