
きゅっきゅっきゅっ 林明子さく 福音館書店 1986
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
たまごのあかちゃん かんざわとしこぶん　やぎゅうげんいちろうえ 福音館書店 1993

でてこいでてこい はやしあきこさく 福音館書店 1993

くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけんえ　森比左志著　わだよしおみ著 こぐま社 1972

くまのコールテンくん ドン＝フリーマンさく　まつおかきょうこやく 偕成社 1975
ぞうくんのさんぽ なかのひろたかさく・え　なかのまさたかレタリング 福音館書店 1977

11ぴきのねこ 馬場のぼる著 こぐま社 1967
ふしぎなナイフ 中村牧江、林健造さく　福田隆義え 福音館書店 1997

おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1986
じゃあじゃあびりびり まついのりこ作･絵 偕成社 1983
くらいくらい はせがわせつこぶん　やぎゅうげんいちろうえ 福音館書店 2006

かささしてあげるね はせがわせつこぶん　にしまきかやこえ 福音館書店 1998
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977
だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008

きたきたうずまき 元永定正作 福音館書店 2005
がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
かささしてあげるね はせがわ せつこぶん  にしまき かやこえ 福音館書店 1998

でてこいでてこい 林明子作 福音館書店 1998
がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく　 福音館書店 1987
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけんえ　森比左志著　わだよしおみ著 こぐま社 1972

はらぺこあおむし エリック=カールさく  もりひさしやく 偕成社 1989
くわずにょうぼう 稲田和子再話　赤羽末吉画 福音館書店 1980

11ぴきのねこ 馬場のぼる著 こぐま社 1967
ふしぎなナイフ 中村牧江、林健造さく　福田隆義え 福音館書店 1997

♪ろうそくふっ
♪おてらのおしょうさんが

6月18日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪ちゃちゃつぼ
♪ろうそくふっ

♪ねずみねずみ
♪くまさんくまさん

6月17日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

6月16日 金 ３歳～

♪くまさんくまさん

♪ぽっつんぽつぽつあめがふる
♪おやゆびねむれ
♪がたごとばす

♪ぼうずぼうず
♪かれっこやいて
♪くまさんくまさん

6月15日 木 ０～２歳

♪がたごとばす

6月14日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ぼうずぼうず
♪どっちんかっちん
♪がたごとばす

♪ろうそくふっ
♪おてらのおしょうさんが

6月13日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

6月4日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪あたまかたひざポン
♪ろうそくふっ

6月2日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

6月3日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪にぎりぱっちり
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6月1日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪あしあしあひる
♪ここはとうちゃんにんどころ
♪くまさんくまさん

日　付 曜日 対象 書名 著者名 出版社 出版年



くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
だいくとおにろく 松井直再話　赤羽末吉画 福音館書店 1967

いないいないばあ 松谷みよ子文　瀬川康男絵 童心社 1081
かささしてあげるね はせがわせつこぶん　にしまきかやこえ 福音館書店 1998
でてこいでてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998

たまごのあかちゃん かんざわとしこぶん　やぎゅうげんいちろうえ 福音館書店 1993

おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1996
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

ここよここよ かんざわとしこぶん　やぶうちまさゆきえ 福音館書店 2003
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけんえ　森比左志著　わだよしおみ著 こぐま社 1972

ぐりとぐら 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1967
ふしぎなナイフ 中村牧江、林健造さく　福田隆義え 福音館書店 1997

ランパンパン マギー・ダフさいわ　ホセ・アルエゴえ　アリアンヌ・ドウィえ　山口文生やく 評論社 1989
ふしぎなナイフ 中村牧江さく  林健造さく 福音館書店 1997

くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
たまごのあかちゃん かんざわとしこぶん　やぎゅうげんいちろうえ 福音館書店 1993
じゃあじゃあびりびり まついのりこ作･絵 偕成社 1983

しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけんえ　森比左志著　わだよしおみ著 こぐま社 1972
かささしてあげるね はせがわせつこぶん　にしまきかやこえ 福音館書店 1998
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

でてこいでてこい 林明子作 福音館書店 1998
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981

おつきさまこんばんは 林明子作 福音館書店 1986
ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2000
ぐりとぐら 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1967
♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくふっ

6月30日 金 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪おやゆびねむれ

♪ねずみねずみ
♪くまさんくまさん

♪ももやももや
♪うえからしたから
♪くまさんくまさん

6月29日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

6月28日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ほっとけーきやいて
♪がたごとばす

♪いちじくにんじん
♪ろうそくふっ

6月27日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

6月25日 日 ０～２歳

♪ろうそくぱっ
♪ろうそくふっ

♪いちじくにんじん
♪ねずみねずみ
♪がたごとばす

♪ほっとけーきやいて
6月24日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

6月23日 金 ３歳～

♪がたごとばす

♪かれっこやいて
♪くまさんくまさん

♪はなはな
♪ちょちちょちあわわ
♪くまさんくまさん

♪にぎりぱっちり
6月22日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

6月21日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん
♪ろうそくふっ

6月20日 火 ３歳～

♪ろうそくぱっ


