
平成28年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

平成28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28年4月～平成29年3月）
日にち ｸﾞﾙｰﾌﾟ 種類 タイトル 著者名 出版社

絵本 まるまるさんかくにこにこおむすび 真木 文絵 チャイルド本社

絵本 もりのあかちゃん いわむら かずお 至光社

紙芝居 だいくとねこ 新井 悦子 教育画劇

大型絵本 ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館書店

大型絵本 にじいろのしまうま こやま 峰子 金の星社

絵本 はるねこ かんの ゆうこ 講談社

絵本 かえるとカレーライス 長 新太 福音館

絵本 まてまてー 宮西 達也 金の星社

紙芝居 どうしてこいのぼりあげるの 吉野 弘子 教育画劇

手遊び いわしのひらき ― ―

絵本 おこる 中川 ひろたか 金の星社

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

絵本 うさこちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ 福音館書店

しかけ絵本 ドアをあけたら しまだ ともみ 東京書店

絵本 ぶたぶたくんのおかいもの 土方 久功 福音館書店

手遊び 手遊び（頭肩ひざポン） ― ―

紙芝居 ごちゃまぜカメレオン エリック・カール ほるぷ出版

絵本 かみさまからのおくりもの ひぐち みちこ こぐま社

手遊び キャベツの中から ― ―

絵本 999ひきのきょうだい 木村 研 チャイルド本社

絵本 てじな 土屋 富士夫 福音館書店

絵本 しりなりべら 渋谷 勲 童心社　

紙芝居 とっとこどうぶつえん 中村 至男 福音館書店

大型絵本 おじさんのかさ 佐野 洋子 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 はしれワニくん! うすい かなこ アールアイシー出版

絵本 えんそくバス 中川 ひろたか 童心社　

紙芝居 とまがしま 桂 文我 童心社　

絵本 せんたくかあちゃん さとう わきこ 福音館書店

大型絵本 ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル ほるぷ出版

絵本 じゃがいもポテトくん 長谷川 義史 小学館

大型絵本 かばくん 岸田 衿子 福音館書店

手遊び いわしのひらき ― ―

絵本 こけこっこー 林 木林 すずき出版

紙芝居 キツネのおかしパン 西内 ミナミ 教育画劇

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 いないいないばあ 松谷 みよ子 童心社

手遊び トントントントンひげじいさん ― ―

紙芝居 かぶとむしのぶんた 鶴見 正夫 教育画劇

絵本 オニのサラリーマン 富安 陽子 福音館書店

絵本 あめふり さとう わきこ 福音館書店

手遊び 「はじまるったら」のうた ― ―

絵本 ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館書店

絵本 ぼくはぼくだよ 内田 麟太郎 あすなろ書房

紙芝居 ばけものでら 水谷 章三 童心社

絵本 はかせのふしぎなプール 中村 至男 福音館書店

大型絵本 せんたくかあちゃん さとう わきこ 福音館書店

5月15日 B

7月3日 D

7月17日 B
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C
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6月19日

4月17日

5月1日 D



平成28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 はじまるよ はじまるよ ― ―

絵本 ゆうれいとすいか くろだかおる ひかりのくに

絵本 はなびドーン カズコ G.ストーン 童心社

紙芝居 のっぺらぼう 渋谷 勲 童心社

大型絵本 ありとすいか たむら しげる ポプラ社

大型絵本 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

児童書 ぼうしをかぶろう―夏の詩 こわせたまみ 編 あすなろ書房

絵本 どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館

絵本 おどります 高畠 純 絵本館

絵本 ほんとだってば！ マーサ=メイヤー 偕成社

絵本 いちにちのりもの ふくべ あきひろ PHP研究所

紙芝居 ねずみのしっぽ 瀬名 恵子 教育画劇

絵本 わらう 浜田 桂子 福音館書店

紙芝居 おかしだいすきくいしんぼ王さま 飯島 敏子 教育画劇　

絵本 ぞうくんのおおかぜさんぽ なかの ひろたか 福音館書店

手遊び 三匹のこぶた ― ―

紙芝居 うんどうかいってたのしいな いしばし しずこ 教育画劇

絵本 うさぎのダンス 彩樹 かれん ひさかたチャイルド

手遊び どんぐりころちゃん ― ―

絵本 ぞうくんのあめふりさんぽ なかの ひろたか 福音館書店

絵本 だんまりこおろぎ エリック=カール 偕成社

絵本 ぼくのおじいちゃんのかお 天野 祐吉 福音館書店

紙芝居 アリババと四十人のとうぞく 林 たかし 教育画劇

絵本 びっくりおおかみ 佐々木 マキ フレーベル館

絵本 ねこだけどライオン リンダ・ヴォルフスグルーバー セーラー出版

紙芝居 てんぐとかっぱとかみなりどん かこ さとし 童心社

絵本 ねずみのいもほり いわむら かずお チャイルド本社

絵本 おにぎり 平山 英三 福音館書店

絵本 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

紙芝居 七五三おめでとう 安田 浩 教育画劇

手遊び ももたろう ― ―

その他 やまのこもりうた　秋の詩 渡辺 有一 あすなろ書房

絵本 バルボンさんのおでかけ とよた かずひこ アリス館

絵本 おんちょろちょろ 瀬田 貞二 福音館書店

絵本 おふろ いもと ようこ 金の星社

絵本 うめじいのたんじょうび かがくい ひろし 講談社

手遊び しあわせなら てをたたこう デビッド A.カーター 大日本絵画

絵本 14ひきのやまいも いわむら かずお 童心社

紙芝居 コッコおばさんのおいしいレストラン 仲川 道子 童心社

手遊び どんぐりころちゃん ― ―

絵本 こならぼうやのぼうし
（ちいさなかがくのとも 2002年10月

八百板 洋子 福音館書店

大型絵本 キャベツくん 長 新太 文研出版

絵本 かぜひいちゃった いもと ようこ 金の星社

絵本 タンゲくん 片山 健 福音館書店

10月16日 C

11月6日 D

11月20日 B

C8月21日

9月4日 D

9月18日 B

10月2日 A

8月7日 A



平成28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

大型絵本 にんじんとごぼうとだいこん 日本民話 鈴木出版

絵本 おおきくなるの ほりうち せいいち 福音館書店

大型絵本 まどから★おくりもの 五味 太郎 偕成社

紙芝居 かさじぞう 長崎 源之助 教育画劇

絵本 ぐりとぐらの１ねんかん なかがわ りえこ 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 だめよ デイビット デイビッド・シャノン 評論社

　絵本 ちらちらゆき 黒井 健 あすなろ書房

大型絵本 もりのおふろ 西村 敏雄 福音館書店

絵本 てっぺんねこ C.ロジャー・メイダー ほるぷ出版

絵本 おにはうち! 中川 ひろたか 童心社

手遊び ももたろう ― ―

絵本 おふとんかけたら かがくい ひろし ブロンズ新社

絵本 てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ 福音館書店

大型絵本 きょだいなきょだいな 長谷川 摂子 福音館書店

絵本 ん・ん・ん・ん・ん　 五味 太郎 偕成社

大型絵本 かばくん 岸田 衿子 福音館書店

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 しまふくろうのみずうみ 手島 圭三郎 リブリオ出版

絵本 はけたよはけたよ かんざわ としこ 偕成社

絵本 バーバパパのいえさがし アネット・チゾン 講談社

大型絵本 とんとんとん 上野 与志 チャイルド本社

紙芝居 のっぺらぼう 渋谷 勲 童心社

絵本 パンダ銭湯 tupera tupera 絵本館

大型絵本 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

絵本 どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館

大型絵本 でんしゃにのって とよた かずひこ アリス館

大型絵本 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店

絵本 もけらもけら 山下 洋輔 福音館書店

平成28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28年4月～平成29年3月）

日にち ｸﾞﾙｰﾌﾟ 種類 タイトル 著者名 出版社

絵本 ぼくなにをたべてたかわかる？ みやにし たつや 鈴木出版

絵本 たんぽぽ 甲斐 信枝 金の星社

手遊び たんぽぽ ― ―

絵本 まっくろネリノ ヘルガ=ガルラー 偕成社

大型絵本 うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子 小峰書店

絵本 ぼくのかえりみち ひがし ちから BL出版

大型絵本 そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館書店

手遊び 山小屋いっけん ― ―

絵本 ちいさなくれよん 篠塚 かをり 金の星社

紙芝居 天下一品 小川 未明 教育画劇

手遊び あんたがたどこさ ― ―

絵本 タンゲくん 片山 健 福音館書店

絵本 ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ 福音館書店

絵本 おめんです いしかわ こうじ 偕成社

紙芝居 しりなりべら 渋谷 勲 童心社

絵本 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西 達也 鈴木出版

絵本 かもとりごんべえ さいごう たけひこ ポプラ社

紙芝居 どっちだ？ 島本一男 童心社

絵本 はじめてのハミウリうり 日紫喜 洋子 福音館書店

3月19日 C

2月5日 D

2月19日 B

3月5日 A

1月15日 C

12月18日 A

4月9日 E

5月14日 E

6月11日 E

7月9日 E



平成28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 こぶじいさん ― ―

絵本 もぐらくんがみたおひさま ジーン・ウィリス BL出版

絵本 へいわってすてきだね 安里 有生 ブロンズ新社

手遊び 木が伸びる ― ―

絵本 ええことおもいついたなっちゃん 鍋田 敬子 福音館書店

大型絵本 ふしぎなキャンディーやさん みやにし たつや 金の星社

絵本 ひみつのカレーライス 井上 荒野 アリス館

絵本 わらう 浜田 桂子 福音館書店

絵本 うえきばちです 川端 誠 BL出版

絵本 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店

絵本 お月さまってどんなあじ？ ミヒャエル・グレイニェク セーラー出版

絵本 おにぎりぱくりん 今西 祐行 全国学校給食協会

手遊び どんぐりころころ （肩たたき） ― ―

絵本 やまのバス 内田 麟太郎 佼成出版社

手遊び まほうのひょうたんいけ 柴野 民三 教育画劇

絵本 おなかのかわ 瀬田 貞二 （再話） 福音館書店

絵本 とらとほしがき パク ジェヒョン 光村教育図書

手遊び ももたろう ― ―

絵本 かばのさら ばらのかさ 石津 ちひろ ポプラ社

紙芝居 つるのおんがえし 岡上 鈴江 教育画劇

絵本 にわとりかあさん
（こどものとも年少版 ２０１６年１０月

木坂 涼 福音館書店

絵本 トムテ ヴィクトール=リードベリ 偕成社

手遊び ごんべさんの赤ちゃんがかぜひいた ― ―

絵本 しどうほうがく もとした いづみ 講談社

紙芝居 おひゃくしょうとめうし 松野 正子 童心社　

絵本 かげええほん （こどものとも2016年 1月号） 近藤良平 福音館書店

紙芝居 とまがしま 桂 文我 童心社

絵本 くまくん 二宮 由紀子 ひかりのくに

手遊び なかなかホイ ― ―

絵本 ゆきむすめ 内田 莉莎子 （再話） 福音館書店

絵本 ひょいひょいひょい あきやま ただし 鈴木出版　

絵本 ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎 文研出版　

手遊び じゃんけん ― ―

絵本 ひつじかいとうさぎ うちだ りさこ 福音館書店

絵本 くまとうさんのさかなつり
（こどものとも年少版２０１６年６月号）

村田 エミコ 福音館書店

紙芝居 あなのはなし ミラン・マラリーク 童心社

絵本 きたかぜとたいよう 蜂飼 耳 岩崎書店

絵本 木のまつり 新美 南吉 新樹社

紙芝居 なまけもののろばのはなし 市川 京子 教育画劇

絵本 はながさいたら 菅原 久夫 福音館書店

手遊び つくし ― ―

絵本 タンポポ　あの日をわすれないで　 光丘 真理 文研出版

8月13日 E

9月10日 E

10月8日 E

11月12日 E

12月10日 E

1月14日 E

2月11日 E

3月11日 E


