
くまのコールテンくん ドン＝フルーマンさく　まつおか きょうこやく 偕成社 1975
うまかたやまんば おざわとしお再話　赤羽末吉画 福音館書店 1988

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
ぐりとぐら 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1967

だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけんさく こぐま社 1972

じゃあじゃあびりびり まついのりこ作 偕成社 1983
がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
でてこい でてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998
♪ももやももや

おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1986
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
♪ぼうずぼうず

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 1987
くれよんぐるぐる まつながあきさく　はやしるいえ くもん出版 2009
いないいないばあ 松谷みよ子ぶん　瀬川康男え 童心社 1981

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
そらまめくんのベッド なかや みわさくえ 福音館書店 1999

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
きこりとおおかみ やまぐちともこさいわ　ほりうちせいいちえ 福音館書店 1987

くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009
くまさんくまさんなにみてるの？エリック＝カールえ　ビル＝マーチンぶん　偕成社編集部やく 偕成社 1984

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
でてこい でてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけんさく こぐま社 1972
♪ほっとけーきやいて

おはなし会の記録　２０１８年12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

12月2日 日 3歳～

♪ろうそくぱっ
♪クリスマスうさぎ

♪べんけいさん
♪ろうそくふっ

♪いちじくにんじん
♪ろうそくふっ

12月1日 土 3歳～

♪ろうそくぱっ

♪うえからしたから
♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん
♪ほっとけーきやいて

12月5日 水 ０～2歳

♪くまさんくまさん

12月4日 火 ０～2歳

♪くまさんくまさん

♪ここはてっくび
♪かれっこやいて

♪いっぽんばし

12月7日 金 ０～2歳

♪クリスマスうさぎ

12月6日 木 ０～2歳

♪クリスマスうさぎ

♪さよならあんころもち
♪ろうそくふっ

♪でんでらりゅうば
♪ろうそくふっ

12月9日 日 3歳～

♪ろうそくぱっ

12月8日 土 3歳～

♪ろうそくぱっ
♪クリスマスうさぎ

♪クリスマスうさぎ

12月12日 水 ０～2歳

♪クリスマスうさぎ

♪ぼうずぼうず
♪くまさんくまさん

12月11日 火 ０～2歳

♪くまさんくまさん

♪ちょちちょちあわわ



ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2005
きゅっきゅっきゅっ 林明子さく 福音館書店 1986
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

むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009
でてこい でてこい はやしあきこさく 福音館書店 1995
くまさんくまさんなにみてるの？エリック＝カールえ　ビル＝マーチンぶん　偕成社編集部やく 偕成社 1984
♪ちょちちょちあわわ

ふしぎなナイフ 中村牧江・林健三さく　福田隆義え 福音館書店 1985
てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフえ　うちだりさこやく　 福音館書店 1965

もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977
くれよんぐるぐる まつながあきさく　はやしるいえ くもん出版 2009
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけんさく こぐま社 1972

くまさんくまさんなにみてるの？エリック＝カールえ　ビル＝マーチンぶん　偕成社編集部やく 偕成社 1984
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
でんしゃ バイロン・バートンさく・え　こじままもるやく 金の星社 1992
♪ここはてっくび

ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2005
きゅっきゅっきゅっ 林明子さく 福音館書店 1986
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

ぞうくんのさんぽ なかのひろさかさく・え　なかのまさたかレタリング 福音館書店 1977
ふしぎなナイフ 中村牧江・林健三さく　福田隆義え 福音館書店 1985

わにわにのおふろ 小風さちぶん　山口マオえ 福音館書店 2004
きこりとおおかみ やまぐちともこさいわ　ほりうちせいいちえ 福音館書店 1987

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
やさいのおなか きうち かつさく・え 福音館書店 1997

よかったねネッドくん レミー・シャーリップさく　やぎたよしこやく 偕成社 1997
すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラーさく　いまえよしともやく 偕成社 1980

じゃあじゃあびりびり まついのりこ作・絵 偕成社 1983

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
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

土 3歳～

♪ろうそくぱっ
♪クリスマスうさぎ

♪クリスマスうさぎ

♪ここはとうちゃんにんどころ
♪どっちんかっちん

12月13日 木 ０～2歳

♪ねずみねずみ
♪クリスマスうさぎ

♪どっちんかっちん
♪ここはとうちゃんにんどころ

♪クリスマスうさぎ

♪ほっとけーきやいて

12月14日 金 ０～2歳

♪クリスマスうさぎ

12月18日 火 ０～2歳

♪くまさんくまさん

12月19日 水 ０～2歳

♪クリスマスうさぎ

♪いちじくにんじん
♪ろうそくふっ

♪ぼうずぼうず

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

12月15日

♪ろうそくぱっ
♪クリスマスうさぎ

♪クリスマスうさぎ

12月23日 日 3歳～

12月20日 木 ０～2歳

♪ろうそくふっ

12月21日 金 ０～2歳

♪ろうそくぱっ

12月22日 土 3歳～

♪ろうそくぱっ
♪クリスマスうさぎ

♪もちっこやいて
♪ろうそくふっ

12月24日 月 3歳～

♪にぎりぱっちり

♪あたまかたひざぽん
♪ろうそくふっ

♪さよならあんころもち
♪ろうそくふっ
♪ろうそくぱっ

♪ここはとうちゃんにんどころ
♪くまさんくまさん

12月26日 水 ０～2歳

♪くまさんくまさん



もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵文研出版 1977
ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2000
おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1986
♪もちっこやいて

じゃあじゃあびりびり まついのりこ作・絵 偕成社 1983
がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
まるくておいしいよ こいしえいこさく 福音館書店 1999

12月27日 木 ０～2歳

♪くまさんくまさん

♪もちっこやいて
♪ちょちちょちあわわ
♪くまさんくまさん

♪ここはとうちゃんにんどころ
♪くまさんくまさん

12月28日 金 ０～2歳

♪くまさんくまさん


