
ねずみくんのチョッキ なかえよしを作　上野紀子絵 ポプラ社 1974
みんなうんち 五味太郎さく 福音館書店 1981

としょかんライオン
ミシェル・ヌードセンさく　ケ
ビン・ホークスえ　福本 友
美子やく

岩崎書店 2007

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
のせてのせて 松谷みよ子文　東光寺啓絵 童心社 1969

おにぎり 平山英三ぶん　平山和子え 福音館書店 1992
おててがでたよ 林明子さく 福音館書店 1986
くろねこかあさん 東君平さく 福音館書店 1990

こんにちは わたなべしげおぶん　おおともやすおえ 福音館書店 1980
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1982
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

おんなじおんなじ 多田ヒロシえ・文 こぐま社 1968
でてこいでてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998

もうおきるかな？ まつのまさこぶん　やぶうちまさゆきえ 福音館書店 1998

かばくん 岸田衿子作　中谷千代子画 福音館書店 1966
うまかたやまんば おざわとしお再話　赤羽末吉画 福音館書店 1988

おつさまこんばんは 林明子さく 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

おんなじおんなじ 多田ヒロシえ・文 こぐま社 1968
でてこいでてこい はやしあきこさく 福音館書店 1998

もうおきるかな？ まつのまさこぶん やぶうちまさゆきえ 福音館書店 1998

おはなし会の記録　２０１９年９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

♪虫かご
♪ろうそくふっ

9月1日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪ぺったらぺったん

♪ちゅっちゅっこっこ

♪くまさんくまさん

9月3日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪おつきさまみてる

♪いっちくたっちく

♪あたまかたひざポン

9月5日 木 ０～２歳

♪ちょちちょちあわわ

♪ももやももや
♪うえからしたから

♪にぎりぱっちり

♪くまさんくまさん

♪とんぼとんぼ
♪がたごとばす

♪ちょちちょちあわわ

♪くまさんくまさん

9月4日 水 ０～２歳

♪がたごとばす

9月6日 金 ０～２歳

♪がたごとばす

9月11日 水 ０～２歳

9月7日 土 ３歳～
♪虫かご
♪ろうそくふっ

♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす
♪ろうそくぱっ

9月10日 火 ０～２歳

♪がたごとばす
♪おつきさまみてる

♪いっちくたっちく

♪あたまかたひざポン
♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす

♪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



いないいないばあ 松谷みよ子文　瀬川康男絵 童心社 1980
やさい 平山和子さく 福音館書店 1982
くろねこかあさん 東君平さく 福音館書店 1990

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
がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
おつきさまこんばんは はやしあきこさく 福音館書店 1986

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

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダックさく，じんぐう てるおやく 冨山房　 1975
こぶじいさま

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

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
きんぎょがにげた 五味太郎作 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

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
いろいろおせわになりました やぎゅうげんいちろうえ 福音館書店 2008

むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社　 2009
まるくておいしいよ  こにしえいこさく 福音館書店 1999

ベーコンわすれちゃだめよ!  パット・ハッチンスさく・え わたなべ しげおやく 偕成社 1977
ぶたたぬききつねねこ　その2  馬場のぼる著 こぐま社 1981

ぐりとぐら 中川李枝子さく　大村百合子え 福音館書店 1967
どろんこハリー ジオン文　グレアム絵 福音館書店 1964

♪ここはてっくび

♪くまさんくまさん

♪ぺったらぺったん
♪がたごとばす

♪ぺったらぺったん

♪とんぼとんぼ

♪くまさんくまさん

9月12日 木 ０～２歳

♪がたごとばす

０～２歳9月13日 金

♪虫かご
♪ろうそくふっ

♪ほっとけーきやいて
♪ろうそくふっ

♪ぺったらぺったん
9月15日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

9月14日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

♪おてらのおしょうさんが
♪ろうそくふっ

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪おちゃをのみに

♪くまさんくまさん

9月16日 月 ０～２歳

♪ろうそくぱっ

9月19日 木 ０～２歳

9月18日 水 ０～２歳

♪がたごとばす

♪虫かご
♪ろうそくふっ

♪ここはとうちゃんにんどころ

♪ぺったらぺったん

♪にぎりぱっちり

♪くまさんくまさん

9月21日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

9月20日 金 ０～２歳

♪がたごとばす

♪ぺったらぺったん

♪とんぼとんぼ

♪虫かご
♪ろうそくふっ

9月22日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ



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
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
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

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
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1982

おつきさまこんばんは 林明子さく 福音館書店 1986
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

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
おやまごはん 西内ミナミさく 和歌山静子え 偕成社 1982

まるまる 中辻 悦子さく 福音館書店 1998

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

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
やまなしもぎ 平野直再話 太田大八画 福音館書店 1978

9月28日 土
♪たぬきさん

♪なかなかホイ
♪ろうそくふっ

9月29日 日 ３歳～

♪ろうそくぱっ

9月25日 水

9月23日 月 ３歳～

♪ろうそくぱっ

３歳～

♪ろうそくぱっ

♪ちょちちょちあわわ

♪くまさんくまさん

♪おてぶしてぶし
♪ろうそくふっ

♪ぺったらぺったん

♪ちゃちゃつぼ
♪ろうそくふっ

０～２歳

♪くまさんくまさん

9月27日 金 ０～２歳

♪がたごとばす

9月26日 木 ０～２歳

♪がたごとばす

♪あたまかたひざポン

♪がたごとばす

♪とんぼとんぼ

♪がたごとばす

♪おつきさまみてる

♪いっちくたっちく

♪ぺったらぺったん

♪げんこつ山の


