
平成29年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

平成29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29年4月～平成30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 スパゲッティになりたい おいかわ けんじ 学研

絵本 ねっすてきでしょ ふくだ としお 幻冬舎

紙芝居 ぴょんぴょんぼたもち 高木 あきこ 教育画劇

絵本 ねこのピートだいすきなしろいくつ エリック・リトウィン ひさかたチャイルド

絵本 あらいぐまとねずみたち 大友 康夫 福音館書店

絵本 にょ！ ザ・キャビンカンパニー 小学館

絵本 おしっこおしっこ E.ジャドゥール クレヨンハウス

絵本 はしれワニくん！ うすい かなこ アールアイシー出版　

紙芝居 どっちだ？ 島本 一男 童心社　

絵本 ちいちゃんのさんぽ しみず みちを ほるぷ出版

紙芝居 それでもたまごはわれません ジェラルド・ローズ ほるぷ出版

絵本 くわずにょうぼう 稲田 和子 福音館書店

絵本 カエルくんのおひるね 宮西 達也 鈴木出版

大型絵本 うみキリン あきやま ただし 金の星社

紙芝居 ねずみのおもちつき 杉本 由紀子 教育画劇

絵本 よくばりおおかみ きしら まゆこ フレーベル館　

紙芝居 よいしょよいしょ まつい のりこ 童心社

絵本 どうするどうするあなのなか　 きむら ゆういち 福音館書店　

大型絵本 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた チャイルド本社　

絵本 りんごがドスーン 多田 ヒロシ 文研出版

絵本 あめあめぱらん 木坂 涼 のら書店

絵本 しゅくだい いもと ようこ 岩崎書店

紙芝居 あずきとぎ　 桜井 信夫 教育画劇

手遊び はじまりのうた ― ―

絵本 あめがふるひに… イ ヘリ くもん出版

絵本 みずいろのながぐつ もり ひさし 金の星社

大型絵本 ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい ポプラ社

絵本 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店

紙芝居 かっぱのすもう 渋谷 勲 童心社

絵本 うさこちゃんとうみ ディック・ブルーナ 福音館書店

大型絵本 ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい ポプラ社

絵本 うずらちゃんのかくれんぼ きもと ももこ 福音館書店

ペープサート パンやさんへおかいもの 阿部 恵

紙芝居 りゅうになったおむこさん 今関 信子 教育画劇

手遊び はじまるよ ― ―

大型絵本 せんたくかあちゃん さとう わきこ 福音館書店

絵本 ワニぼうのかいすいよく 内田 麟太郎 文渓堂

絵本 しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー あかね書房

紙芝居 やいてたべよか にてたべようか おおとも やすお 童心社

絵本 はなびドーン カズコ G.ストーン 童心社

A

7月2日 D

7月16日 A

5月7日 D

B

C

B

6月4日

6月18日

4月16日

5月21日



平成29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

紙芝居 ちゅーとちょーのくだものさがし ミスミ ヨシコ 教育画劇

絵本 なにをたべてきたの? 岸田 衿子 佼成出版社

絵本 はっぱのおうち 征矢 清 福音館書店

絵本 わにわにのごちそう 小風 さち 福音館書店

絵本 カレーライス 小西 英子 福音館書店

絵本 へんしんトイレ あきやま ただし 金の星社

大型絵本 にゃーご 宮西 達也 鈴木出版

絵本 まほうのきょうそう 瀬名 恵子 教育画劇

絵本 いわしくん 菅原 たくや 文化出版局

絵本 まっくろネリノ ヘルガ=ガルラー 偕成社

絵本 ねえどっちがすき? 安江 リエ 福音館書店

紙芝居 あずきとぎ 桜井 信夫 教育画劇

大型絵本 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

絵本 つかまえた! 鈴木 まもる 講談社

紙芝居 きゅうきゅうしゃのきゅうちゃん 新沢 としひこ 童心社

大型絵本 ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館書店

手遊び おべんとうばこのうた ― ―

絵本 にゅーっ するするする 長 新太 福音館書店

紙芝居 あしあとだ～れ? ねもと まゆみ 童心社

大型絵本 ねずみのいもほり 山下 明生 チャイルド本社

絵本 だるまさんが かがくい ひろし ブロンズ新社

絵本 わにわにのおふろ 小風 さち 福音館書店

絵本 ゴリララくんのコックさん きむら よしお 絵本館

大型絵本 おめんです いしかわ こうじ 偕成社

絵本 ワニくんとかわいい木 みやざき ひろかず ブックローン出版

紙芝居 チョコレートカステラだいじけん かこ さとし 童心社

手遊び カレーライスのうた ― ―

詩 やまのこもりうた こわせ たまみ あすなろ書房

手遊び どんぐりころちゃん ― ―

絵本 いもほりきょうだいホーリーとホーレ 石井 聖岳 農山漁村文化協会

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 林のどんぐり 広井 敏男 新日本出版社

絵本 てじな 土屋 富士夫 福音館書店

大型絵本 どうぞのいす 香山 美子 ひさかたチャイルド

絵本 きょうりゅうオーディション たしろ ちさと 小学館

絵本 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版

絵本 コアラアラアラやってきて おおなり 修司 絵本館

手遊び パンダうさぎコアラ ― ―

絵本 ねえだっこして 竹下 文子 金の星社

大型絵本 ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社

絵本 ひげらっぱ ザ・キャビンカンパニー ひさかたチャイルド

絵本 やさいのおなか きうち かつ 福音館書店

大型絵本 どうぞのいす 香山 美子 チャイルド本社

紙芝居 ばけくらべ 松谷 みよ子 童心社

絵本 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤 ノリコ 白泉社

D

11月19日 A

8月20日

9月3日 D

10月15日 B

11月5日

10月1日 C

8月6日 C

B



平成29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 あいたくなっちまったよ きむら ゆういち ポプラ社

絵本 ダレ・ダレ・ダレダ 越野 民雄 講談社

紙芝居 なぜ、クリスマスツリーをかざるの? 岩倉 千春 童心社

絵本 じゅっぴきでござる エクトル・シエラ 佼成出版社

絵本 あけましておめでとう 中川 ひろたか 童心社

絵本 アーサー アマンダ・グレアム アールアイシー出版

紙芝居 おるすばんねこ 高橋 透 童心社

絵本 しょうがつがくると 川崎 洋 鈴木出版

　大型絵本 おおきなかぶ A.トルストイ 福音館書店

手遊び はじまるよ ― ―

大型絵本 だるまさんの かがくい ひろし ブロンズ新社

紙芝居 いたずらかにくん 滝山 さなみ 童心社

大型絵本 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山 静子 鈴木出版

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 ふくはうちおにもうち 内田 麟太郎 岩崎書店

絵本 夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫 国土社

絵本 ふくろうのそめものや 松谷 みよ子 童心社

紙芝居 なぜ、おひなさまをかざるの? 三谷 亮子 童心社

絵本 どこへいってた? マーガレット・ワイズ・ブラウン 童話館出版

大型絵本 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版

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

絵本 宇宙人のしゃしん ニール・レイトン 評論社

わらべうた ずくぼんじょ ― ―

絵本 うしろにいるのだあれ ふくだ としお 新風舎

絵本 あひるのたまご さとう わきこ 福音館書店

紙芝居 あんもちみっつ 松谷 みよ子 童心社

手遊び やすべえじじい ― ―

絵本 がっこうでトイレにいけるかな? 村上 八千世 ほるぷ出版

絵本 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー 偕成社

大型絵本 ねずみのでんしゃ 山下 明生 チャイルド本社

紙芝居 ななつのほしのてんとうむし 今森 光彦 教育画劇

大型絵本 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか 文溪堂

紙芝居 はんたいのまほうつかい 井出村 由江 童心社

手遊び シナプソロジー４動作 ルネサンス ルネサンス

　朗読人形劇 トラネコとクロネコ 宮西 達也 鈴木出版

C

3月4日 B

12月17日 C

3月18日 D

2月4日 A

2月18日

1月7日
B



平成29年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

平成29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29年4月～平成30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 とんねるをぬけると 片山 健 福音館書店　

絵本 たにし長者 岩崎 京子 教育画劇　

絵本 ふしぎなナイフ 中村 牧江 福音館書店

絵本 あたらしいぼく　 　シャーロット・ゾロトウ 童話屋　

絵本 ねえだっこして 竹下 文子 金の星社　

大型絵本 わゴムはどのくらいのびるかしら?　 マイク・サーラー ほるぷ出版

絵本 ふしぎなやどや はせがわ せつこ 福音館書店

手遊び しあわせならてをたたこう ― ―

絵本 アリからみると 桑原 隆一 福音館書店

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 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店

紙芝居 うしかたとやまんば 坪田 譲治 童心社

絵本 まっくろネリノ ヘルガ=ガルラー 偕成社

絵本 おまめ（こどものとも年少版） 鎌田 暢子 福音館書店

大型絵本 しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子 鈴木出版

手遊び やすべいじじー わらべうた ―

絵本 おやおや、おやさい 石津 ちひろ 福音館書店

絵本 カタツムリにげた 三輪 一雄 福音館書店

絵本 おおかみと七ひきのこやぎ せた ていじ 福音館書店

絵本 しゃぼんだまとあそぼう 杉山 弘之 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

手遊び おべんとうばこ ― ―

絵本 しずく 越智 典子 福音館書店

絵本 いなばの白ウサギ 谷 真介 佼成出版社

絵本 ワニくんのおおきなあし みやざき ひろかず ブックローン出版

絵本 オットー トミー・ウンゲラー 評論社

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 ごんぎつね にいみ なんきち ポプラ社

手遊び ももたろう ― ―

絵本 きょうのごはん 加藤 休ミ 偕成社

絵本 なにがとおったの? 進藤 恵子 福音館書店

紙芝居 三つのねがい 吉野 弘子 教育画劇

絵本 きょうはこどもをたべてやる! シルヴィアン・ドニオ ほるぷ出版

紙芝居 トカゲのチョロリ わしお としこ 童心社

手遊び 大きな栗の木の下で ― ―

絵本 かみさまからの おくりもの ひぐち みちこ こぐま社

大型絵本 もりのかくれんぼう 末吉 暁子 偕成社

絵本 カワセミとヒバリとヨタカ あべ 弘士 小学館

絵本 水曜日の本屋さん シルヴィ・ネーマン 光村教育図書

絵本 だるまなんだ おおなり 修司 絵本館

絵本 ざぼんじいさんのかきのき すとう あさえ 岩崎書店

9月9日 E

10月14日 E

11月11日 E

6月10日 E

7月8日 E

8月19日 E

4月8日 E

5月13日 E



平成29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 歯がぬけた 中川 ひろたか PHP研究所

絵本 こねこのクリスマス なかえ よしを 教育画劇

手遊び ももたろう ― ―

絵本 きもち ジャナン・ケイン 少年写真新聞社

紙芝居 たべられたやまんば 松谷 みよ子 童心社

わらべ歌 もちっこやいて ― ―

絵本 おしくら・まんじゅう かがくい ひろし ブロンズ新社

絵本 アーサー アマンダ・グレアム アールアイシー出版

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 せかいいちのはなし 北 彰介 金の星社

絵本 ハグくまさん ニコラス・オールドランド クレヨンハウス

絵本 やかましい! アン・マクガバン フレーベル館

大型絵本 しっぽのはたらき 川田 健 福音館書店

紙芝居 ねずみちょうじゃ 川崎 大治 童心社

絵本 ずいとんさん 日野 十成 福音館書店

絵本 ぼちぼちいこか マイク=セイラー 偕成社

絵本 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 理論社

手遊び ぐー ちょき ぱー でなにつくろう ― ―

紙芝居 ふたりはなかよし 池田 まき子 童心社

3月10日 E

12月9日 E

1月13日 E

2月10日 E


