
おおきなかぶ A.トルストイ再話　内田莉莎子訳　佐藤忠良画 福音館書店 1966
どろんこハリー ジーン・ジオンぶん　マーガレット・ブロイ・グレアムえ　わたなべしげおやく 福音館書店 1964

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

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
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
きゅっきゅっきゅっ 林明子ぶん 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
おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1986
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

だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008

もりのなか マリー・ホール・エッツぶん・え　まさきるりこやく 福音館書店 1974
よかったねネッドくん レミー＝シャーリップぶん・え　やぎたよしこやく 偕成社 1969

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

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 福音館書店 1972
でてこいでてこい 林明子作 福音館書店 1998

ぺろぺろぺろ 長新太さく BL出版 1999
おうまさんしてー 三浦太郎作・絵 こぐま社 2009
まるくておいしいよ こにし えいこさく 福音館書店 1999

おはなし会の記録　２０１７年７月　
山梨県立図書館　　

日　付 曜日 対象 書名 著者名 出版社 出版年

♪いっちくたっちく
♪ろうそくふっ

7月2日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

7月1日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪ここはとうちゃんにんどころ
♪うまはとしとし
♪くまさんくまさん

7月5日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくふっ

7月4日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪にぎりぱっちり

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

7月8日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

7月7日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪おやゆびねむれ

♪ねずみねずみ
♪くまさんくまさん

♪あたまかたひざポン
♪ろうそくふっ

7月11日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪いっぽんばし
♪せんべせんべやけた
♪くまさんくまさん

♪ねずみねずみ
♪がたごとばす

7月13日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん　

7月12日 水 ０～２歳

♪がたごとばす



じゃあじゃあ びりびり まついのりこ作･絵 偕成社 1983
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977
まるくておいしいよ こにし えいこさく 福音館書店 1999

11ぴきのねこ 馬場 のぼる著 こぐま社 1967
だいくとおにろく 松居直再話  赤羽末吉画 福音館書店 1967

ぞうくんのさんぽ なかのひろたかさく・え 福音館書店 1977
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

ぞうくんのさんぽ なかのひろたかさく・え 福音館書店 1977
おおきなかぶ A.トルストイ再話　内田莉莎子訳　佐藤忠良画 福音館書店 1966
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

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ざぶんざぶん 安西水丸さく 福音館書店 2012

くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981

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
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1982

いないいないばあ 松谷みよ子ぶん　瀬川康男絵 童心社 1980
ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2000
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

もりのなか マリー・ホール・エッツぶん・え　まさきるりこやく 福音館書店 1974
ぞうくんのさんぽ なかのひろたかさく・え 福音館書店 1977

おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナさく・え　まつおか きょうこやく 福音館書店 1970
おやまごはん 西内ミナミさく  和歌山静子え 偕成社 1999

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1982
おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1986

♪べんけいさん
♪さよならあんころもち
♪ろうそくふっ

♪にぎりぱっちり
♪ぼうずぼうず
♪くまさんくまさん　

7月15日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

7月14日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん　

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくふっ

7月17日 月 ３歳～

♪ろうそくぱっ

7月16日 日 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

7月20日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪あたまかたひざポン
♪ろうそくふっ

7月19日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ここはとうちゃんにんどころ
♪ぎっこんばっこん
♪がたごとばす

♪ぼうずぼうず
♪くまさんくまさん

7月21日 金 ０～２歳

♪がたごとばす

♪いちじくにんじん
♪ろうそくふっ

7月23日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

7月22日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪うまはとしとし
♪くまさんくまさん

♪ニューメンソーメン
♪ろうそくふっ

7月25日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん



ぺろぺろぺろ 長新太さく BL出版 1999
おうまさんしてー 三浦太郎作・絵 こぐま社 2009
まるくておいしいよ こにし えいこさく 福音館書店 1999

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
がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 安西水丸さく 福音館書店 2012
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

おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1986
がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005

ぐりとぐら 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1967
おおきなかぶ A.トルストイ再話　内田莉莎子訳　佐藤忠良画 福音館書店 1966
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

ティッチ パット・ハッチンスさく・え　いしいももこやく 福音館書店 1975
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子文　ふりやなな画 福音館書店 1990

7月26日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん　

♪おやゆびねむれ
♪ねずみねずみ
♪くまさんくまさん

♪いっぽんばし
♪せんべせんべやけた
♪くまさんくまさん

7月27日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ニューメンソーメン
♪ろうそくふっ

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくふっ

7月30日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪ねずみねずみ
♪じーじーばー
♪くまさんくまさん　

7月29日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

7月28日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん　


