
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
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

ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン作　福本友美子訳 光村教育図書 2006
あたしもびょうきになりたいな ﾌﾗﾝﾂ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸさく　ｱﾘｷ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸえ　ふくもとゆみこやく 偕成社 1983

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
まるくておいしいよ こにしえいこさく 福音館書店 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
まるくておいしいよ こにしえいこさく 福音館書店 1999
でてこい　でてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998

まるくておいしいよ こにしえいこさく 福音館書店 1999
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

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 こにしえいこさく 福音館書店 1999
でてこい　でてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998

どうやってみをまもるのかな やぶうちまさゆきさく 福音館書店 1987
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガムさく　みつよしなつややく ほるぷ出版 1976

おつきさまこんばんは 林明子さく　 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
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
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

♪あしあしあひる

♪ここはてっくび
♪がたごとばす

♪くまさんくまさん

おはなし会の記録　２０１９年６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

6月4日 火 ０～２歳

6月1日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

6月2日 日 ３歳～

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくふっ
♪ろうそくぱっ

♪ あたまかたひざポン
♪ろうそくふっ

♪いっちくたっちく
♪ぽっつんぽつぽつ

♪くまさんくまさん

♪いっちくたっちく
♪ぽっつんぽつぽつ
♪ここはてっくび

♪がたごとばす

♪がたごとばす

6月6日 木 ０～２歳

♪がたごとばす

♪ここはてっくび

6月8日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

6月7日 金 ０～２歳

6月5日 水 ０～２歳

♪ここはてっくび

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪いっちくたっちく
♪ぽっつんぽつぽつ

♪はちべえさんとじゅうべえさんが
♪ろうそくふっ

♪いっちくたっちく
♪ぽっつんぽつぽつ

♪ちょちちょちあわわ

♪くまさんくまさん

6月19日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

6月18日 火 ０～２歳

♪ほっとけーきやいて

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪いっぽんばし



むにゃむにゃ　きゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009
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

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987

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
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005

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
三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウンえ、せたていじやく 福音館書店 1965

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
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

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
のせてのせて 松谷みよ子文　東光寺啓絵 童心社 1969

いいおかお 松谷みよ子文、瀬川康男絵 童心社 1978
おててがでたよ 林明子さく 福音館書店 1986
のせて　のせて 松谷みよ子文、東光寺啓絵 童心社 1969

あめぽったん ひろかわさえこ著 アリス館 1999
ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己さく 福音館書店 1999
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、わだよしおみ著 こぐま社 1972

あめぽったん ひろかわさえこ著 アリス館 1999

ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己さく 福音館書店 1999
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、わだよしおみ著 こぐま社 1972

じゃぐちをあけると しんぐうすすむさく 福音館書店 2009
せんたくかあちゃん さとうわきこさく・え 福音館書店 1982

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
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

♪かれっこやいて
♪ぽっつんぽつぽつ

０～２歳

♪がたごとばす

♪いっちくたっちく

6月20日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん
♪うまはとしとし

6月25日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

6月21日

6月23日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

6月22日 土 ３歳～

♪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

♪なかなかホイ

金

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪うまはとしとし

♪にぎりぱっちり

♪ぽっつんぽつぽつ

6月27日 木 ０～２歳

♪ニューメンソーメン
♪がたごとばす

♪うまはとしとし
♪くまさんくまさん
♪がたごとばす

6月26日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪おやゆびねむれ

♪ぽっつんぽつぽつ

♪うまはとしとし

♪ろうそくふっ

♪はちべえさんとじゅうべえさんが
♪ろうそくふっ

♪おてらのおしょうさんが

♪ぎっこんばっこん

6月28日 金 ０～２歳

♪がたごとばす

♪おやゆびねむれ
♪ニューメンソーメン

♪がたごとばす

♪てるてるぼうず

6月30日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

6月29日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ


