
しゅっぱつ しんこう! 山本 忠敬さく 福音館書店 1984
どんぐりひろい なとり ちづ文，おおとも やすお絵 福音館書店 2005
せんべせんべやけた こばやし えみこ案，ましま せつこ絵 こぐま社 2006

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

でてこいでてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998
むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009
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

むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009
おさじさん 松谷みよ子文　東光寺啓絵 童心社 1969

のろまなローラー  小出 正吾さく，山本 忠敬え 福音館書店 1967
スモールさんののうじょう  ロイス・レンスキーぶん・え わたなべ しげおやく 福音館書店 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
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

むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1982
がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987

しゅっぱつ しんこう! 山本 忠敬さく 福音館書店 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
どんぐりひろい なとりちづ文　おおともやすお絵 福音館書店 2005

せんべせんべやけた こばやしえみこ案　ましませつこ絵 こぐま社 2006

♪かれっこやいて

♪虫かご
♪ろうそくふっ
♪くまさんくまさん

♪ここはてっくび
♪くまさんくまさん

日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

10月8日 火 ０～２歳

10月9日 水 ０～２歳

♪がたごとばす

♪せんべせんべやけた
♪ちゅちゅっこっこ
♪がたごとばす

♪どんぐりころちゃん

10月6日

♪おてぶしてぶし
♪ろうそくふっ

♪だいこんつけ

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪いっぴきちゅう

♪えんやらもものき
♪ももやももや
♪うえからしたから

♪とんぼとんぼ

♪がたごとばす

♪げんこつやまのたぬきさん

♪くまさんくまさん

♪うまはとしとし
♪くまさんくまさん
♪くまさんくまさん
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日　付 曜日 対象 書名 著者名 出版社 出版年

♪せんべせんべやけた

♪うまはとしとし

10月2日 水 ０～２歳

10月3日 木 ０～２歳

10月1日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

♪あたまかたひざポン

10月5日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

10月4日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ねずみねずみ

♪ここはとうちゃん



どんぐりひろい なとりちづ文　おおともやすお絵 福音館書店 2005

ごろんごろん まつおか たつひで作・絵 ポプラ社 2007
ひらいたひらいた わかやまけん絵 森比左志文 わだよしおみ文 こぐま社 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
そらいろのたね 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1967

ねずみのいえさがし ヘレン・ピアスさく まつおか きょうこやく 童話屋 1984
ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキーぶん・え わたなべ しげおやく 福音館書店 1970

ふしぎなナイフ 中村牧江さく　林健造さく　福田隆義え 福音館書店 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 1977

いないいないばあ 松谷みよ子ぶん　瀬川康男え 童心社 1980
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
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
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

どんぐりひろい なとり ちづ文，おおとも やすお絵 福音館書店 2005

せんべせんべやけた こばやし えみこ案，ましま せつこ絵 こぐま社 2006

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
だごだごころころ  石黒 渼子再話，梶山 俊夫再話，梶山 俊夫絵 福音館書店 1993

やさいのおなか きうちかつさく・え 福音館書店 1997
ぐりとぐら 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1967

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
わにわにのおふろ 小風 さちぶん 福音館書店 2004年

♪がたごとばす

♪おてらのおしょうさんが
♪ちゅちゅっこっこ
♪がたごとばす

♪どんぐりころちゃん

０～２歳

♪ろうそくぱっ

♪東京都日本橋
♪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

10月22日 火 ０～２歳 ♪おてぶしてぶし

♪ろうそくふっ

♪せんべせんべやけた
♪どっちんかっちん
♪がたごとばす

♪いっぽんみちをてくてく

♪ろうそくぱっ

♪ろうそくぱっ

♪虫かご
♪ろうそくふっ

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくふっ

♪虫かご

♪ろうそくふっ

♪ろうそくぱっ

♪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

♪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

♪ここはてっくび
♪あたまかたひざポン

♪がたごとばす

♪ろうそくぱっ

♪でんでらりゅうば
♪虫かご

10月17日 木 ０～２歳

10月11日 金 ０～２歳

10月14日 月

♪どんぐりころちゃん

♪ろうそくふっ

10月16日 水 ０～２歳

♪さよならあんころもち

10月18日 金 ０～２歳

10月20日 日 ３歳～

10月19日 土 ３歳～

10月12日 土 ３歳～

10月13日 日 ３歳～



つかんでぱっくん わかやましずこさく 童心社 2008
ばいばい　またね さとうわきこ作・絵 金の星社 2007
あんたがたどこさ ましませつこ絵 こぐま社 1996

むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社　 2009
おさじさん 松谷 みよ子文，東光寺 啓絵 童心社 1969
ぺろぺろぺろ 長 新太さく ＢＬ出版 1999

やさいのおなか きうちかつさく・え 福音館書店 1984
ぐりとぐら 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1980

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
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

エンソくんきしゃにのる スズキ コージさく 福音館書店 1990
とらたとまるた なかがわりえこぶん なかがわそうやえ 福音館書店 1982

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
おにぎり 平山英三ぶん　平山和子え 福音館書店 1992

でてこいでてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998
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
おにぎり 平山英三ぶん、平山和子え 福音館書店 1992

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
やさい 平山 和子さく 福音館書店 1982
でてこいでてこい はやし あきこさく 福音館書店 1998

♪にぎりぱっちり

♪がたごとばす

10月29日 火 ０～２歳

♪ねずみねずみ

♪ちゅちゅっこっこ
♪せんべせんべやけた

10月30日 水 ０～２歳

♪ちょちちょちあわわ
♪くまさんくまさん

♪うえからしたから
♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪がたごとばす

♪こりゃどこのじぞうさん

♪がたごとばす

10月31日 木 ０～２歳

10月24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

♪ちょちちょちあわわ

♪くまさんくまさん
♪ろうそくぱっ

♪虫かご
♪ろうそくふっ

♪えんやらもものき
♪ももやももや

♪くまさんくまさん

10月23日 水 ０～２歳

金 ０～２歳10月25日

10月26日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪おすわりやす

♪おてらのおしょうさんが
♪おせんべやけたかな

♪いちじくにんじん

♪べんけいさん
♪ろうそくふっ
♪がたごとばす

♪ねずみねずみ

♪ぽっつんぽつぽつ

♪ろうそくぱっ

♪とんぼとんぼ

10月27日 日 ３歳～


