日付
4/19（火）

内

容

実施者：職員
『しろろん くろろん』 （福音館書店）
元永 定正／さく
『やさいのせなか』 （福音館書店）
きうち かつ／さく・え
『どんどこももんちゃん』

（童心社）

とよた かずひこ／さく・え
読み聞かせについて
本の紹介
『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
『おへそのあな』 （ＢＬ出版）
長谷川 義史／作
5/17（火）

実施者：職員
『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店）
駒形 克己／さく
『じゃあじゃあびりびり』

（偕成社）

まつい のりこ／作・絵
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子／文

瀬川

康男／え

『あがりめさがりめ』 （福音館書店）
いまき みち／さく
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子／さく
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三／ぶん

平山

和子／え

『おいしいおかおパピプペポ』 （アリス館）
とよた かずひこ／著
『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

『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

『おめでとう』 （ポプラ社）
いとう えみこ／文

伊藤 泰寛／写真

日付

内

容

7/18（月・祝） 実施者：職員
『しろろん くろろん』 （福音館書店）
元永 定正／さく
『てんてんてん』 （福音館書店）
わかやま しずこ／さく
『おつむ てん てん』 （金の星社）
なかえ よしを／さく

上野 紀子／え

♪ちょちちょちあわわ
『かくれんぼももんちゃん』 （童心社）
とよた かずひこ／さく・え
『くつくつあるけ』 （福音館書店）
林

明子／さく

『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

『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

『おやすみなさいコッコさん』 （福音館書店）
片山 健／さく・え
『くろねこかあさん』 （福音館書店）
東

君平／さく

『ほしにむすばれて』 （文研出版）
谷川 俊太郎／文

えびな みつる／絵

日付

内

容

9/19（月・祝） 実施者：職員
『いないいないばあ』 （童心社）
松谷 みよ子／文

瀬川 康男／え

『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店）
駒形 克己／さく
『くっくくっく』 （福音館書店）
長谷川 摂子／文

小川

忠博／写真

『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
『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

“絵本タイムをたのしみませんか”にそってレクチャー
『おめでとう』 （ポプラ社）
いとう えみこ／文

伊藤 泰寛／写真

10/10（月・祝） 実施者：職員
『ちびゴリラのちびちび』 （ほるぷ出版）
ルース・ボーンスタイン／さく

いわた みみ／やく

『もこもこもこ』 （文研出版）
谷川 俊太郎／作

元永

定正／絵

本の紹介
『ごぶごぶごぼごぼ』
『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』 （アリス館）
ひろかわ さえこ／さく
『どんどこももんちゃん』 （童心社）
とよた かずひこ／さく・え
『まるくておいしいよ』 （福音館書店）
こにし えいこ／さく
本の紹介
『でてこいでてこい』
『やさいのおなか』
『ちいさなうさこちゃん』 （福音館書店）
ディック・ブルーナ／ぶん え

いしい ももこ／やく

日付
11/15（火）

内

容

実施者：職員
『ごぶごぶごぼごぼ』 （福音館書店）
駒形 克己／さく
『ここよここよ』 （福音館書店）
かんざわ としこ／ぶん

やぶうち まさゆき／え

『どうぶつのおやこ』 （福音館書店）
薮内 正幸／画
『ぴよぴよぴよ』 （福音館書店）
平野 剛／さく
『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

『あらあらあら』 （理論社）
いせ ひでこ／作
『だるまさんが』 （ブロンズ新社）
かがくい ひろし／さく
『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

♪ちょちちょちあわわ
『だいすき、ママ！』 （主婦の友社）
マーガレット・ワイルド／ぶん
スティーブン・マイケル・キング／え

さんべ りつこ／やく

日付
12/20（火）

内

容

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

本の紹介
『ころころころ』
『くだもの』 （福音館書店）
平山 和子／さく
本の紹介
『おにぎり』
『ぶーぶーじどうしゃ』 （福音館書店）
山本 忠敬／さく
『きんぎょがにげた』 （福音館書店）
五味 太郎／作
『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
本の紹介
『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』
♪手遊び おやゆびねむれ
絵本の選び方について
『おへそのあな』 （ＢＬ出版）
長谷川 義史／作
1/9（月・祝）

実施者：職員
『ちびゴリラのちびちび』 （ほるぷ出版）
ルース・ボーンスタイン／さく

いわた みみ／やく

『もこもこもこ』 （文研出版）
谷川 俊太郎／作

元永

定正／絵

『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

本の紹介
『こんにちはどうぶつたち』
『おにぎり』 （福音館書店）
平山 英三／ぶん

平山 和子／え

『ぷくちゃんのすてきなぱんつ』 （アリス館）
ひろかわ さえこ／さく
『どんどこももんちゃん』 （童心社）
とよた かずひこ／さく・え

日付
2/21（火）

内

容

実施者：職員
『まるてんいろてん』 （福音館書店）
中辻 悦子／さく
本の紹介
『もこもこもこ』
『ごぶごぶごぼごぼ』
『きゅっきゅっきゅっ』 （福音館書店）
林

明子／さく

本の紹介
『しっこっこ』
『どうやってねるのかな』 （福音館書店）
やぶうち まさゆき／著
本の紹介
『くだもの』
『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
本の紹介
『ととけっこうよがあけた』
『おかあさんがおかあさんになった日』 （童心社）
長野 ヒデ子／さく
本の紹介
『おとうさんがおとうさんになった日』

日付

内

容

3/20（火・祝） 実施者：職員
『まるまる』 （福音館書店）
中辻 悦子／さく
本の紹介
『もこもこもこ』
『ごぶごぶごぼごぼ』
『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

本の紹介
『きんぎょがにげた』
『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

『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

本の紹介
『赤ちゃんから遊べるわらべうたあそび５５』
絵本の選び方について
『あやちゃんのうまれたひ』 （福音館書店）
浜田 桂子／さく・え

