
てぶくろ エフゲーニ・ラチョフえ，うちだ りさこやく 福音館書店 1965
ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫写真，茂木 透写真，長 新太文 福音館書店 1990

カニツンツン 金関 寿夫ぶん，元永 定正え 福音館書店 2001
ちいさなねこ 石井 桃子さく，横内 襄え 福音館書店 1967

だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008
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
のせて　のせて 松谷みよ子文　東光寺啓絵 童心社 1969

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
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
のせて　のせて 松谷みよ子文　東光寺啓絵 童心社 1969

おててがでたよ 林 明子さく 福音館書店 1986
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

のせて　のせて 松谷みよ子文，東光寺啓絵 童心社 1969
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
きんぎょがにげた 五味太郎作 福音館書店 1982

かえるをのんだととさん 日野 十成再話，斎藤 隆夫絵 福音館書店 2008
ウラパン・オコサ 谷川 晃一作 童心社 1999

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
めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子作，ふりや なな画 福音館書店 1990

てぶくろ エフゲーニ・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
♪ちゃちゃつぼ
♪ろうそくフッ   

1月13日 月 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪ぺったらぺったん

♪くまさんくまさん

♪もちっこやいて
♪くまさんくまさん

♪もちっこやいて

♪もちっこやいて
♪くまさんくまさん
♪くまさんくまさん

♪ぺったらぺったん

♪くまさんくまさん
♪もちっこやいて

♪ぺったらぺったん

♪ぺったらぺったん
♪ろうそくフッ   

1月12日 日 ３歳～

1月11日 土 ３歳～

♪ろうそくパッ   

1月8日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

1月9日 木 ０～２歳

1月4日 土 ３歳～

♪ろうそくパッ

♪もちっこやいて
♪ろうそくフッ   

♪ぺったらぺったん
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日　付 曜日 対象 書名 著者名 出版社 出版年

1月5日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪くまさんくまさん

1月7日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

1月10日 金 ０～２歳

♪もちっこやいて

♪ぺったらぺったん
♪ろうそくフッ   
♪ろうそくパッ   

♪ろうそくフッ   



おふろだ、おふろだ! わたなべ しげおぶん，おおとも やすおえ 福音館書店 1986
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

だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008
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 平山和子さく 福音館書店 1981

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
やさい 平山 和子さく 福音館書店 1982
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

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
てぶくろ エウゲーニ・Ｍ・ラチョフえ　うちだりさこやく 福音館書店 1965

だっこして にしまき かやこ作 こぐま社 1995
いいおかお 松谷 みよ子文，瀬川 康男絵 童心社 1978

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

だっこして にしまき かやこ作 こぐま社 1995
いろがみびりびり まつなが あきさく，はやし るいえ くもん出版 2009

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

むにゃむにゃきゃっきゃっ 柳原良平作・絵 こぐま社 2009
おにぎり 平山英三ぶん、平山和子え 福音館書店 1992
じゃあじゃあびりびり まついのりこ作・絵 偕成社 1983
♪ぺったらぺったん

♪くまさんくまさん
♪もちっこやいて

1月19日 日 ０～２歳

♪あめこんこん

♪くまさんくまさん

1月21日 火

1月22日 水 ０～２歳

０～２歳

1月23日 木 ０～２歳

♪がたごとばす

♪あたまかたひざぽん

♪このこどこのこ

♪ねずみねずみ

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪ぎっちょぎっちょ

♪くまさんくまさん

♪くまさんくまさん

♪さよならあんころもち

♪ろうそくふっ

♪ねずみねずみ
♪がたごとばす

1月18日 土 ３歳～

♪ろうそくぱっ

1月17日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪こめついたらはなそ

♪ぼうずぼうず
♪くまさんくまさん

♪ぺったらぺったん
♪くまさんくまさん

♪いちじくにんじん
♪あめこんこん

♪くまさんのおでかけ

♪にぎりぱっちり０～２歳

♪くまさんくまさん

1月15日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

1月16日 木

♪くまさんのおでかけ

♪あめこんこん
♪いちじくにんじん
♪ねずみねずみ
♪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
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977
おにぎり 平山英三ぶん　平山和子え 福音館書店 1992

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
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

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

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
いないいないばあ 松谷みよ子ぶん　瀬川康男え 童心社 1980

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

だっこして にしまき かやこ作 こぐま社 1995
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

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
もこもこもこ 谷川俊太郎作　元永定正絵 文研出版 1977
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

1月30日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ねずみねずみ

1月28日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

♪ぼうずぼうず

♪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

♪ととけっこー

♪くまさんくまさん

♪ろうそくぱっ

♪くまさんくまさん

♪おてぶしてぶし
♪ろうそくふっ

♪くまさんくまさん
♪ほっとけーきやいて

♪ほっとけーきやいて

♪くまさんくまさん

1月31日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ねずみねずみ

1月26日 日 ３歳～

1月25日 土 ０～２歳

1月24日 金 ０～２歳

♪にわとり母さんとヒヨコ
♪いっぽんばし

♪くまさんくまさん

1月29日 水 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪ねずみねずみ
♪がたごとばす


