
くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005
だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 2008

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

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
だいくとおにろく 松居直再話　赤羽末吉画 福音館書店 1967

わにわにのおふろ 小風 さちぶん 福音館書店 2004年
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 2003

ずいとんさん 日野十成再話　斎藤隆夫絵 福音館書店 2005
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
くだもの 平山和子さく 福音館書店 1981

くっついた 三浦太郎作・絵 こぐま社 2005

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
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

おにぎり 平山 英三ぶん　平山 和子え 福音館書店 1992
おんなじおんなじ 多田 ヒロシえ・文 こぐま社 1968
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
１１ぴきのねこ 馬場のぼる著 こぐま社 1978

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

おはなし会の記録　２０１９年１１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

11月1日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪にぎりぱっちり

11月3日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

11月2日 土 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪おてぶしてぶし
♪ろうそくフッ   

♪おてぶしてぶし
♪ろうそくフッ   

♪ちゃちゃつぼ
♪ろうそくフッ   

11月4日 月 ３歳～

♪ろうそくパッ   

11月7日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

11月6日

♪ちょちちょちあわわ
♪くまさんくまさん

♪うまはとしとし

♪がたごとばす

♪にぎりぱっちり

♪くまさんのおでかけ

♪ねずみねずみ

11月8日 金 ０～２歳

♪がたごとばす

♪ねずみねずみ

水 ０～２歳

♪がたごとばす

♪おてぶしてぶし
♪ろうそくフッ   

♪あたまかたひざポン
♪がたごとばす
♪ろうそくパッ   

11月9日 土 ３歳～

♪べんけいさん
♪ろうそくフッ   

11月10日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   



いいおかお 松谷 みよ子文，瀬川 康男絵 童心社 1978
おててがでたよ 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

くつくつあるけ  林 明子さく 福音館書店 1986
がたんごとんがたんごとん  安西 水丸さく 福音館書店 1987
おおさむ こさむ　 松谷 みよ子文，遠藤 てるよ絵 偕成社 1979
あがりめさがりめ ましま せつこ絵 こぐま社 1994

がたんごとんがたんごとん 安西水丸さく 福音館書店 1987
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
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
まるくておいしいよ こにしえいこさく 福音館書店 1999
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

いないいないばあ 松谷みよ子文　瀬川康男絵 童心社 1980
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
どうぶつのおかあさん 小森 厚ぶん，藪内 正幸え 福音館書店 1981

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

♪ろうそくフッ   

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
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

よかったねネッドくん レミー=チャーリップぶん・え，やぎた よしこやく 偕成社 1969
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

11月13日 水 ０～２歳

♪がたごとばす

11月12日 火 ０～２歳

♪がたごとばす

♪これっくらいの

♪がたごとばす

♪ここはとうちゃん
♪がたごとばす

♪あしあしあひる

♪あがりめさがりめ
♪いっぽんばし

♪あかちゃんあかちゃんなぜなくの
♪なべなべそこぬけ

♪あたまかたひざポン
♪ぼうずぼうず

11月15日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

11月14日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪えんやらもものき
♪ももやももや

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

♪うえからしたから
♪くまさんくまさん

11月17日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   

11月16日 土 ０～２歳

♪がたごとばす

♪うまはとしとし

♪あたまかたひざポン

♪ここはとうちゃん
♪がたごとばす

♪おちゃをのみに

♪くまさんくまさん

11月19日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪いっぽんばし

11月20日 水 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪べんけいさん
♪ろうそくフッ   



くつくつあるけ  林 明子さく 福音館書店 1986
ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2000
おおさむ こさむ　 松谷 みよ子文，遠藤 てるよ絵 偕成社 1979
あがりめさがりめ ましま せつこ絵 こぐま社 1994

おさじさん 松谷 みよ子文，東光寺 啓絵 童心社 1969
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
くろねこかあさん 東君平さく 福音館書店 1990

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

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
わにわにのおふろ 小風 さちぶん 福音館書店 2004年

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
ラチとらいおん マレーク・ベロニカぶん・え，とくなが やすもとやく 福音館書店 1965

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

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

くつくつあるけ  林 明子さく 福音館書店 1986
ぴょーん まつおかたつひで作・絵 ポプラ社 2000
おおさむ こさむ　 松谷 みよ子文，遠藤 てるよ絵 偕成社 1979
あがりめさがりめ ましま せつこ絵 こぐま社 1994

11月21日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

11月20日 水 ０～２歳

♪がたごとばす

♪あがりめさがりめ
♪いっぽんばし
♪あしあしあひる
♪これっくらいの
♪あかちゃんあかちゃんなぜなくの

♪あたまかたひざポン
♪くまさんくまさん

♪がたごとばす
♪なべなべそこぬけ

♪このこどこのこ

11月23日 土 ３歳～

♪ろうそくパッ   

11月22日 金 ０～２歳

♪くまさんくまさん

♪こどもかぜのこ
♪ろうそくフッ   

♪ほっとけーきやいて
♪くまさんくまさん

11月24日 日 ３歳～

♪ろうそくパッ   

♪くまさんくまさん

11月26日 火 ０～２歳

♪くまさんくまさん

11月27日 水 ０～２歳

♪こどもかぜのこ

♪にぎりぱっちり

♪あたまかたひざポン
♪ろうそくフッ   

♪ほっとけーきやいて

♪がたごとばす

♪あがりめさがりめ
♪いっぽんばし
♪これっくらいの
♪あしあしあひる
♪あかちゃんあかちゃんなぜなくの
♪なべなべそこぬけ
♪がたごとばす



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
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

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

11月28日 木 ０～２歳

♪くまさんくまさん

11月30日 土 ０～２歳

♪ろうそくパッ   

♪ほっとけーきやいて

♪くまさんくまさん
♪あしあしあひる

♪あたまかたひざポン
♪ろうそくフッ   


