
ぐりとぐらのおきゃくさま  中川 李枝子さく，山脇 百合子え 福音館書店 1980
なにのあしあとかな やぶうちまさゆきさく・え 福音館書店 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
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
ごろんごゆきだるま たむらしげるさく 福音館書店 2007

でてこいでてこい はやし あきこさく 福音館書店 1998
ぽぽんぴぽんぽん 松竹 いね子文，ささめや ゆき絵 福音館書店 2012
だっこのおにぎり 長野 ヒデ子作，つちだ のぶこ絵 佼成出版社 2009

いないいないばあ 松谷みよ子文　瀬川康男絵 童心社 1980
おててがでたよ 林 明子さく 福音館書店 1986
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
いろいろおせわになりました やぎゅう げんいちろうさく 福音館書店 2008
めの まど あけろ 谷川 俊太郎ぶん，長 新太え 福音館書店 1984

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

くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
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 わかやまけんえ、森 比左志著，わだ よしおみ著 こぐま社 1972

おはなし会の記録　２０１９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

♪べんけいさん
♪ろうそくフッ   

12月1日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   
♪クリスマスウサギ

♪ぼうずぼうず
♪どっちんかっちん

12月3日 火 ０～２歳

♪クリスマスウサギ

♪こめついたらはなそ

♪がたごとばす

♪クリスマスウサギ

♪ぎっちょぎっちょ

12月5日 木 ０～２歳

♪がたごとばす

12月4日 水 ０～２歳

♪がたごとばす

♪ぺったらぺったん

12月6日 金 ０～２歳

♪がたごとばす
♪クリスマスウサギ

♪ぎっちょぎっちょ
♪こめついたらはなそ
♪ぺったらぺったん

♪ちゃちゃつぼ
♪ろうそくふっ  

♪ろうそくぱっ  

♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす

♪がたごとばす
♪もちっこやいて

♪クリスマスウサギ

♪ねずみねずみ

12月10日 火 ０～２歳

12月7日 土 ３歳～

♪にぎりぱっちり

♪くまさんくまさん

♪ほっとけーきやいて

♪クリスマスウサギ

♪くまさんくまさん



でてこいでてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998
のせて　のせて 松谷みよ子文，東光寺啓絵 童心社 1969
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

でてこいでてこい はやし あきこさく 福音館書店 1998
いろいろおせわになりました やぎゅう げんいちろうさく 福音館書店 2008
めの まど あけろ 谷川 俊太郎ぶん，長 新太え 福音館書店 1984

だるまさんが かがくい ひろしさく ブロンズ新社 2008
いろいろおせわになりました やぎゅう げんいちろうさく 福音館書店 2008
だるまさんが かがくい ひろしさく ブロンズ新社 2008

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
やさいのおなか きうちかつさく・え 福音館書店 1984

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
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

りんご 松野 正子ぶん，鎌田 暢子え 童心社 1984
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
チューチューこいぬ　 長 新太さく ＢＬ出版 2000

じゃあじゃあびりびり まついのりこ作・絵 偕成社 1983
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
のせてのせて 松谷みよ子文　東光寺啓絵 童心社 1969

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
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 松谷みよ子文　瀬川康男絵 童心社 1980

12月11日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪せんべせんべやけた

♪くまさんくまさん

♪クリスマスウサギ

♪ここはてっくび

12月12日 木 ０～２歳

♪がたごとばす

12月13日 金 ０～２歳

♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす

♪がたごとばす
♪クリスマスウサギ

♪ぎっちょぎっちょ
♪こめついたらはなそ

♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす

♪クリスマスウサギ

♪こめついたらはなそ
♪ぎっちょぎっちょ

12月15日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   

12月14日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪クリスマスウサギ

♪クリスマスウサギ

♪あめこんこん
♪さよならあんころもち

♪こどもかぜのこ
♪ろうそくフッ   

♪ろうそくふっ

12月17日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

12月19日 木 ０～２歳

12月18日 水 ０～２歳

♪ちょちちょちあわわ
♪もちっこやいて

♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす

♪くまさんくまさん

♪クリスマスウサギ

♪ぺったらぺったん
♪もちっこやいて

♪クリスマスウサギ

♪くまさんくまさん

♪クリスマスウサギ

♪ねずみねずみ



くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
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 わかやまけんえ、森 比左志著，わだ よしおみ著 こぐま社 1972

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
わにわにのおふろ 小風 さちぶん 福音館書店 2004年

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ作，おがわ えつこ訳 セーラー出版 1988
なにのあしあとかな やぶうちまさゆきさく・え 福音館書店 1983

むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社　 2009
りんご 松野 正子ぶん，鎌田 暢子え 童心社 1984
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

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
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

おつきさまこんばんは 林明子さく　 福音館書店 1986

いないいないばあ 松谷みよ子文　瀬川康男え　 童心社 1980
むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009

ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2000
まるくておいしいよ こにしえいこさく 福音館書店 1999
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

かさじぞう 瀬田 貞二再話，赤羽 末吉画 福音館書店 1966
フレデリック レオ・レオニ作，谷川 俊太郎訳 好学社　 1980

12月25日 水 ３歳～

♪ろうそくパっ

♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす

♪ろうそくフッ   

♪クリスマスウサギ

♪クリスマスウサギ

12月24日

12月21日 土 ３歳～

♪ろうそくパッ   

12月20日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ぺったらぺったん
♪ろうそくフッ   

♪クリスマスウサギ

♪にぎりぱっちり

火 ０～２歳

♪がたごとばす

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

♪クリスマスウサギ

♪ねずみねずみ

12月26日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

12月22日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくフッ

♪いっぴきちゅう

12月28日 土 ３歳～

♪ろうそくパっ

12月27日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪こめついたらはなそ
♪ろうそくフッ

♪せんべせんべやけた

♪くまさんくまさん
♪にぎりぱっちり

♪ぺったらぺったん

♪もちっこやいて
♪くまさんくまさん

♪ぎっちょぎっちょ


