
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
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1982

だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008
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

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　林建造さく　福田隆義え 福音館書店 1997

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
ちょうちょうひらひら まど・みちお文　にしまきかやこ絵　 こぐま社 2008
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

きょだいなきょだいな 長谷川摂子作降矢なな絵 福音館書店 1994
ラチとらいおん マレーク・ベロニカぶん・えとくながやすともやく 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

もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵文研出版 1977
でてこいでてこい はやしあきこさく　 福音館書店 1998

だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008

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

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

じゃあじゃあびりびり まついのりこ作・絵 偕成社 1983
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

じゃあじゃあびりびり まついのりこ作・絵 偕成社 1983
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
でてこいでてこい はやしあきこさく　 福音館書店 1998

♪ぽっつんぽつぽつあめがふる
♪ねずみねずみ

♪くまさんくまさん

おはなし会の記録　２０１９年４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

4月2日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪いっぽんばし
♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

4月3日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪にぎりぱっちり

♪ぼうずぼうず
♪くまさんくまさん

4月4日 木 ０～２歳

♪ろうそくふっ

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくぱっ

♪ちょちちょちあわわ
♪がたごとばす

♪たんぽぽたんぽぽ
♪ろうそくふっ

4月6日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

4月5日 金

4月9日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

4月7日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

０～２歳

♪ずくぼんじょ

♪ぼうずぼうず

♪たけのこめだした
♪ろうそくふっ

♪ほっとけーきやいて

♪くまさんくまさん

4月12日 金 ０～２歳

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

♪うまはとしとし
♪くまさんくまさん

♪にぎりぱっちり

4月11日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

4月10日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ちょちちょちあわわ
♪ぼうずぼうず
♪くまさんくまさん



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
やさいのおなか きうちかつさく・え 福音館書店 1984
ふしぎなナイフ 中村牧江さく　林建造さく　福田隆義え 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
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

だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008
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

とっとことっとこ まついのりこ作 童心社 2003
おつきさまこんばんは はやしあきこさく 福音館書店 1986
めんめんばあ 長谷川摂子文　柳生弦一郎絵 福音館書店 2006

おはよう なかがわりえこさく　やまわきゆりこえ グランまま社 1986
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
のせてのせて 松谷みよ子文　東光寺啓絵 童心社 1969

ぴちぱちさくさく 若菜ひとし作　若菜きよこ作 ひさかたチャイルド2018
あいうえおりょうりめしあがれ accototo著 イースト・プレス 2018
おせんべやけたかな こがようこ構成・文　降矢なな絵 童心社 2018

くだものぱくっ 彦坂有紀作　もりというみ作 講談社 2018
でこぼこぬりぬりなにがでる？ 松田奈那子作 アリス館 2018

ととけっこうよがあけた こばやしえみこ案　ましませつこ絵 こぐま社 2005
まるくておいしいよ こにしえいこさく 福音館書店 1999
むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009

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
いないいないばあ 松谷みよ子文　瀬川康男絵 童心社 1980
あがりめさがりめ ましませつこ絵 こぐま社 1994

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
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

♪ちゃちゃつぼ
♪ろうそくふっ

4月13日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪ぼうずぼうず
♪くまさんくまさん

♪たんぽぽたんぽぽ
♪ろうそくふっ

4月16日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

4月14日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪にぎりぱっちり

♪じーじーばー
♪ももやももや

♪がたごとばす
♪くまさんくまさん

4月17日 水 ０～２歳

♪がたごとばす

♪うえからしたから

4月18日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ここはてっくび
♪いっぽんばし

♪たけのこめだした
♪ろうそくふっ

♪せんべせんべやけた
♪ろうそくふっ

4月21日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

4月20日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪がたごとばす

4月23日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

♪げんこつやまのたぬきさん
♪いっぽんばし

♪にわとり母さんとヒヨコ
♪ととけっこー

♪東京都日本橋
♪がたごとばす

4月24日 水 ０～２歳

4月25日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪このこどこのこ
♪ちょちちょちあわわ
♪がたごとばす

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん



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
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977

くだものぱくっ 彦坂有紀作　もりというみ作 講談社 2018
でこぼこぬりぬりなにがでる？ 松田奈那子作 アリス館 2018

ぴちぱちさくさく 若菜ひとし作　若菜きよこ作 ひさかたチャイルド2018
あいうえおりょうりめしあがれ accototo著 イースト・プレス 2018
おせんべやけたかな こがようこ構成・文　降矢なな絵 童心社 2018

ぴちぱちさくさく 若菜ひとし作　若菜きよこ作 ひさかたチャイルド2018
あいうえおりょうりめしあがれ accototo著 イースト・プレス 2018
おせんべやけたかな こがようこ構成・文　降矢なな絵 童心社 2018

ねこです。 北村裕花作 講談社 2018
まんまるだあれ いまもりみつひこ文・切り絵 アリス館 20184月30日 火 ３歳～

♪ろうそくぱっ

4月28日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

３歳～

♪ろうそくぱっ

♪せんべせんべやけた
♪ろうそくふっ

4月29日 月

♪たけのこめだした
♪ろうそくふっ

♪せんべせんべやけた
♪ろうそくふっ

♪ろうそくぱっ

4月26日 金 ０～２歳

♪ちゃちゃつぼ
4月27日 土 ３歳～

♪ももやももや
♪うえからしたから
♪がたごとばす

♪がたごとばす

♪ろうそくふっ


