
もりのなか マリー・ホール・エッツぶん・え　まさきるりこやく 福音館書店 1974
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

こねこのチョコレート B.K.ウィルソン作，小林 いづみ訳，大社 玲子絵 こぐま社 2004
ことばのこばこ 和田 誠さく・え 瑞雲舎　 1995

ごろんごゆきだるま たむら しげるさく 福音館書店 2007
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

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 けんえ，森 比左志著，わだ よしおみ著 こぐま社 1972

まるくておいしいよ  こにし えいこさく 福音館書店 1999
おやすみ なかがわ りえこさく，やまわき ゆりこえ グランまま社　 1986
どうやってねるのかな やぶうち まさゆき作 福音館書店 1987

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
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

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
だいくとおにろく 松居 直再話，赤羽 末吉画 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　山口マオえ 福音館書店 2004
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

♪おさらにたまごに
♪おせよおせよ

♪いっちくたっちく

♪いっぽんばし

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくフッ   

♪ろうそくパッ

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

♪あめこんこん
♪くまさんくまさん

♪ちょちちょちあわわ

♪くまさんくまさん

♪あんたがたどこさ
♪ろうそくフッ   

2月5日 水 ０～２歳

♪いちじくにんじん

♪くまさんくまさん

2月4日 火 ０～２歳

♪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

2月2日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   

2月8日 土 ３歳～

♪ろうそくパッ

♪さよならあんころもち
♪ろうそくフッ

♪あたまかたひざポン

2月6日 木 ０～２歳

2月1日 土 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくフッ   

♪くまさんくまさん

2月7日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

2月11日 火 ３歳～
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もけらもけら  山下 洋輔ぶん，元永 定正え，中辻 悦子構成 福音館書店 1990
ぱんだいすき 征矢 清ぶん，ふくしま あきええ 福音館書店 2007
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
だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005

うさぎのいえ 内田 莉莎子再話，丸木 俊絵 福音館書店 1979
やさいのおなか きうち かつさく・え 福音館書店 1984

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
わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラーぶん　ジェリー・ジョイナーえ　きしだえりこやく ほるぷ出版 2000

にんじん せな けいこさく・え 福音館書店 1973
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
とんとんとんこんにちは！ まつい のりこ／さく 童心社 2009

おおきいちいさい 元永 定正さく 福音館書店 2011
おやすみ なかがわ りえこさく，やまわき ゆりこえ グランまま社　 1986
どうやってねるのかな やぶうち まさゆき作 福音館書店 1987

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
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 1998

♪くまさんのおでかけ

♪おせよおせよ
♪あんたがたどこさ
♪ねずみねずみ
♪くまさんくまさん

♪うまはとしとし
♪くまさんくまさん

♪うまはとしとし
♪くまさんくまさん

2月20日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

2月16日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ

2月19日 水 ０～２歳

2月18日 火 ０～２歳

♪せんべせんべやけた
♪くまさんくまさん

３歳～

♪ろうそくパッ   

♪おさらにたまごに

♪ろうそくフッ   

♪おせよおせよ

♪あんたがたどこさ

♪ここはとうちゃんにんどころ
♪ずくぼんじょ

♪あめこんこん
♪あたまかたひざポン
♪ろうそくフッ

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪ずくぼんじょ

♪おやゆびねむれ

♪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

♪ちょちちょちあわわ
♪くまさんくまさん

2月14日 金 ０～２歳

2月12日 水 ０～２歳

2月15日 土


