
平成27年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

平成27年度 幼児～小学校低学年向きのおはなし会（第１・３日曜日）プログラム一覧

(平成27年4月～平成28年2月）

日にち ｸﾞﾙｰﾌﾟ 種類 タイトル 著者名 出版社

絵本 ゆうこのキャベツぼうし やまわき ゆりこ 福音館書店

紙芝居 おはなはどこに? 中村 美佐子 教育画劇

絵本 チリとチリリ　 どい かや アリス館

手遊び こぶたぬきつねこ ― ―

大型絵本 となりのたぬき せな けいこ 鈴木出版

絵本 やさしいライオン やなせ たかし フレーベル館

手遊び とんとんとんとん ひげじいさん ― ―

絵本 つきのあかるいよるのおはなし ジョン・プレイター 評論社

絵本 たんぽぽ 甲斐 信枝 金の星社

絵本 どっちだ? 島本 一男 童心社

絵本 たまごやきくん 村上 康成 小学館

大型絵本 そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館書店

絵本 ぐりとぐらとくるりくら 中川 李枝子 福音館書店

絵巻 ぽぽぽぽぽ 五味 太郎 偕成社

絵本 ともだち ヘルメ・ハイネ ほるぷ出版

紙芝居 ぴょんぴょんぼたもち 高木 あきこ 教育画劇

パネル でんしゃバイバイ ― ―

絵本 またよくばりすぎたねこ さとう わきこ PHP研究所

絵本 おやつがほーいどっさりほい 梅田 俊作 新日本出版社

手遊び あたまかたひざポン ― ―

大型絵本 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか 福音館書店

紙芝居 ながぐつながぐつ 内田 麟太郎 童心社

絵本 どろんこ!どろんこ！ むらかみ やすなり 講談社

大型絵本 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

紙芝居 あめあがりのさんぽ こじま あやこ 教育画劇

手遊び キャベツの中から ― ―

絵本 わたしのワンピース にしまき かやこ こぐま社

大型絵本 わにわにのおふろ 小風 さち 福音館書店

絵本 だってだってのおばあさん さの ようこ フレーベル館

絵本 とらっく とらっく とらっく 渡辺 茂男 福音館書店

絵本 おじさんのかさ 佐野 洋子 講談社

絵本 このはなだれの？ 堀 浩（監修） ひさかたチャイルド

絵本 だるまのマーくんとはいたのおばけ 小沢 正 ポプラ社

紙芝居 とうちゃんありがとう 鶴見 正夫 童心社

手遊び やすべいじじい ― ―

大型絵本 はなすもんかー！ 宮西 達也 鈴木出版

絵本 おめんです いしかわ こうじ 偕成社

巻絵 ちいさいふね ― ―

大型絵本 そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館書店

紙芝居 つんぶくだるま 烏兎沼宏之 童心社

紙芝居 ぼくらさんびきぼうけんたい ヘルメ・ハイネ 小学館

大型絵本 ねずみのかいすいよく 山下 明生 チャイルド本社

絵本 14ひきのせんたく いわむら かずお 童心社

手遊び トントントントンあんぱんまん ― ―

大型絵本 めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子 福音館書店

絵本 とまとさんがね とよた かずひこ 童心社

紙芝居 みんなピッカピカ うすいしゅん 童心社

7月5日 A

7月19日 C

D4月5日

B

D

B

6月7日

6月21日

4月19日

5月3日 A

5月17日 C



平成27年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

日にち ｸﾞﾙｰﾌﾟ 種類 タイトル 著者名 出版社

絵本 トイレとっきゅう 織茂 恭子 福音館書店

絵本 かえるのつなひき さくら ともこ PHP研究所

絵本 カブトくん タダ サトシ こぐま社　

手遊び まんまるちゃん ― ―

絵本 すいかのたね さとう わきこ 福音館書店

手遊び はじまるよの歌 ― ―

絵本 1こでも100このりんご 井上 正治 岩崎書店

絵本 すいかのたね さとう わきこ 福音館書店

絵本 でんでんむし 新美 南吉 ハッピーオウル社

絵本 こぐまのまぐのなつやすみ 岡 信子 教育画劇

紙芝居 おばけやしき 小沢 正 教育画劇

絵本 にゃーご 宮西 達也 鈴木出版

大型絵本 おこる 中川 ひろたか 金の星社

ブラックシアター おつきさまのたんじょうび ― ―

絵本 なにももたないくまの王さま エリック・ファン・オス にいるぶっくす

絵本
おじいちゃんのおじいちゃんの
おじいちゃんのおじいちゃん

長谷川 義史 BL出版

大型絵本 にゃーご 宮西 達也 鈴木出版

大型絵本 わにわにのおふろ 小風 さち 福音館書店

絵本 おばけのバーバパパ アネット=チゾン 偕成社

紙芝居 十五夜さま 渋谷 勲 童心社

絵本 宇宙人のしゃしん ニール・レイトン 評論社

手遊び はじまるよ ― ―

紙芝居 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい のりこ 童心社

大型絵本 どうぞのいす 香山 美子 ひさかたチャイルド

紙芝居 なんにもせんにん さとう わきこ 童心社

手遊び 大きなくりの木の下で ― ―

紙芝居 あひるのおうさま 堀尾 青史 童心社

大型絵本 からすのパンやさん かこさとし 偕成社

手遊び はじまるよったら はじまるよ ― ―

絵本 からあげくん 村上 康成 小学館

絵本 おにぎりくん 村上 康成 小学館

絵本 たまごやきくん 村上 康成 小学館

絵本 うんちっち ステファニー・ブレイク あすなろ書房

大型絵本 どうぞのいす 香山 美子 ひさかたチャイルド

紙芝居 ひもかとおもったら 古川タク 教育画劇

大型紙芝居 たべられたやまんば 松谷 みよ子 童心社

絵本 さつまのおいも 中川ひろたか 童心社

絵本 どんぐりもりのおきゃくさん 香山 美子 ひさかたチャイルド

紙芝居 はちかつぎひめ 木村 次郎 童心社

大型絵本 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを ポプラ社

絵本 くっく くっく 長谷川 摂子 福音館書店

大型絵本 もりのおふろ 西村 敏雄 福音館書店

絵本 ブービーとすべりだい 高畠 じゅん子 講談社

大型絵本 ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社

絵本 じゃがいもポテトくん 長谷川 義史 小学館

紙芝居 七五三おめでとう 安田 浩 教育画劇

10月18日 B

11月1日 A

9月6日 A

11月15日 C

10月4日 D

9月20日 C

8月2日 D

B8月16日



平成27年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

日にち ｸﾞﾙｰﾌﾟ 種類 タイトル 著者名 出版社

手遊び 糸まきのうた ― ―

紙芝居 いちばんはじめのクリスマスケーキ 矢部 美智代 教育画劇

絵本 チリとチリリ　 どい かや アリス館

絵本 がまんのケーキ かがくい ひろし 教育画劇

絵本 あしたうちにねこがくるの 石津 ちひろ 講談社

紙芝居 クリスマスなんかだいっきらい！ 山崎 陽子 教育画劇

大型絵本 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを ポプラ社

絵本 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン 評論社

絵本 こどものとも 「かげええほん」 こんどう りょうへい 福音館書店

絵本 うちのコロッケ 谷口 國博 世界文化社　

絵本 ふくはうち おにもうち 内田 麟太郎 岩崎書店

絵本 このゆびとまれ 薫 くみこ 岩崎書店

絵本 とうふちゃん あだち とも 絵本館

パネルシアター おしゃれなひつじ ― ―

絵本 てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ 福音館書店

絵本 こそこそこそっ、かくれよう!　 カンダス・フレミング BL出版

紙芝居 みんなでひなまつり 辻 邦 童心社

絵本 もけらもけら 山下 洋輔 福音館書店

絵本 どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店

大型絵本 ころわんとしろいくも　 間所 ひさこ チャイルド本社

紙芝居 おおきなおおきなおさかなパン 内山 安二 教育画劇

2月21日 C

2月7日 A

12月20日 D

1月17日 B



平成27年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

平成27年度 小学生向きのおはなし会（第２土曜日）プログラム一覧

(平成27年4月～平成28年2月）

日にち ｸﾞﾙｰﾌﾟ 種類 タイトル 著者名 出版社

絵本 サラダでげんき 角野 栄子 福音館書店

絵本 たまごからうま（ベンガルの民話） 酒井 公子 偕成社

手遊び たんたんたんぽぽ ― ―

絵本 じいじのさくら山 松成 真理子 白泉社

絵本 きりかぶのともだち なかや みわ 偕成社

絵本 まあちゃんのまほう たかどの ほうこ 福音館書店

絵本 バルバルさん 乾 栄里子 福音館書店

手遊び お弁当箱 ― ―

絵本 はやくねてよ あきやま ただし 岩崎書店

大型絵本 半日村 斎藤 隆介 岩崎書店

絵本 すてきなあまやどり バレリー・ゴルバチョフ 徳間書店

絵本 なんでもみえる鏡 ジプシーの昔話 フィツォフスキ 福音館書店

絵本 ツバメのたび 鈴木 まもる 偕成社

絵本 へんなかお 大森 裕子 白泉社

紙芝居 おけやのてんのぼり 川崎 大治 童心社

手遊び ハンバーグのうた ― ―

絵本 わにわにのおでかけ 小風 さち 福音館書店

絵本 いなばのしろうさぎ いもと ようこ 金の星社

絵本 ぼくのだ！わたしのよ！ レオ=レオニ 好学社

パネル やどかりのおひっこし エリック=カール 偕成社

絵本 そのつもり 荒井良二 講談社

絵本 あめあがり きむら ゆういち 小峰書店

紙芝居 むしのおうさまかぶとむし 今森 光彦 教育画劇

さばくのきょうりゅう 田島 伸二 講談社

手遊び にらめっこ ― ―

手遊び 糸まき ― ―

絵本 たぬきのおつきみ 内田 麟太郎 岩崎書店

絵本 悲しい対馬丸の話 久野 登久子 フレーベル館

パネルシアター （セネガルの昔話）いばらなくなったさかな ― ―

絵本 ひこいちばなし 大川 悦生 ポプラ社

大型絵本 にゃーご 宮西 達也 鈴木出版

絵本 こんなとき きみならどうする? スギヤマ カナヨ ひかりのくに

おはなし メアリーさんとブラウンさん ― ―

巻絵 ならなしとり 大石 真 チャイルド本社

絵本 バナナじけん 高畠 那生 BL出版

絵本 こころやさしいワニ ルチーア・パンツィエーリ 岩崎書店

絵本 うつぼざる もとした いづみ 講談社

絵本 まゆとおに 富安 陽子 福音館書店

手作り ばけばけはっぱ ― ―

絵本 とのさまサンタ 本田 カヨ子 リブリオ出版

絵本 てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ 福音館書店

絵本 つるのおんがえし 松谷 みよ子 岩崎書店

ブラックシアター うさぎ野原のクリスマス ― ―

手遊び 山－屋－軒 ― ―

9月12日 E

10月10日 Ｅ

11月14日 Ｅ

5月9日 E

8月8日 E

7月11日 E

4月11日 E

12月12日 Ｅ

6月13日 E



平成27年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

日にち ｸﾞﾙｰﾌﾟ 種類 タイトル 著者名 出版社

絵本 げたにばける 新美 南吉 新樹社

絵本 ヤンメイズとりゅう 松居 直 福音館書店

紙芝居 ふしぎなげた 鈴鹿 洋子 教育画劇

大型絵本 おまえうまそうだな 宮西 達也 ポプラ社

手遊び もちっこやいて ― ―

絵本 どっちもね　 おおなり 修司 絵本館

絵本 きつねのかみさま あまん きみこ ポプラ社

手遊び お手玉あそび ― ―

巻絵 ごんぎつね 新美 南吉 偕成社

2月13日 Ｅ

1月9日 Ｅ


