
平成30年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

平成30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30年4月～平成31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 きんぎょがにげた 五味 太郎 福音館書店

絵本 ひとつめこぞうのドッガン 宇野　克彦 教育画劇

大型絵本 にじいろのしまうま こやま 峰子 金の星社

紙芝居 りゅうぐうのおよめさん 遠藤 てるよ 童心社

絵本 とりかえっこ さとう わきこ ポプラ社

絵本 なんじゃもんじゃはかせのおべんとう 長 新太 福音館書店

絵本 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文渓堂

大型絵本 おじさんのかさ 佐野 洋子 講談社

紙芝居 ほねほねマン ときわ ひろみ 童心社

絵本 つみきでとんとん 竹下 文子 金の星社

絵本 ぼくのてとて みやもと ただお 鈴木出版

絵本 ゆびくん 五味 太郎 岩崎書店

紙芝居 きんのだんご 浅沼 とおる 教育画劇

絵本 おおきくなったら ふくだとしお/あきこ 幻冬舎

大型絵本 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子 福音館書店

紙芝居 ばいばいばいきんだいまおう 浅沼 とおる 教育画劇

絵本 まゆげちゃん 真珠 まりこ 講談社

手遊び キャベツのなかから ― ―

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 そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館書店

絵本 えがないえほん B.J.ノヴァク 早川書房

絵本 オレ、カエルやめるや デヴ・ペティ マイクロマガジン社

絵本 もぐらのモリスさんおうちにかえりたい! ジャーヴィス ＢＬ出版

紙芝居 ふしぎなしゃもじ 佐々木 悦 童心社

絵本 おつきさまは、よる、なにをしているの? アンネ・エルボー ひくまの出版

大型絵本 せんたくかあちゃん さとう わきこ 福音館書店

紙芝居 みんなでたなばた 岩崎 京子 童心社

絵本 もじもじこぶくん 小野寺 悦子 福音館書店

大型絵本 へんしんオバケ あきやま ただし 金の星社

絵本 ぐるぐるジュース 矢野 アケミ アリス館

絵本 かさ 松野 正子 福音館書店

紙芝居 まねっこクンクン 塩田 守男 教育画劇

手遊び はじまるよ！ ― ―

絵本 ぼくはブルドーザー! 三浦 太郎 こぐま社

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

手遊び ミミズの体操 ― ―

絵本 くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田 麟太郎 鈴木出版

紙芝居 めだらけ 滝本 つみき 童心社

紙芝居 どっかーん 宮崎 二美枝 雲母書房

絵本 まちんと 松谷 みよ子 偕成社

手遊び 一羽のにわとり ― ―

絵本 ワニぼうのかいすいよく 内田 麟太郎 文渓堂

絵本 かげはどこ 木坂 涼 福音館書店

絵本 ジローとぼく 大島 妙子 偕成社

7月15日 B

7月1日 C

8月5日 D

5月20日 B

6月3日 D

4月15日 A

5月6日 C

6月17日 A



平成30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 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤 ノリコ 白泉舎

紙芝居 小太郎のばけものたいじ 桐沢 久美 童心社

絵本 にょっ!　 ザ・キャビンカンパニー 小学館

大型絵本 うみキリン あきやま ただし 金の星社

絵本 たこやきのたこさぶろう 長谷川 義史 小学館

素話 たんすのはなし ― ―

絵本 はじめまして 新沢 としひこ 鈴木出版

絵本 あらいぐまとねずみたち 大友 康夫 福音館書店

大型絵本 ドライブにいこう 間瀬 なおかた チャイルド本社

絵本 ねこのごろんた 鍋田 敬子 福音館書店

紙芝居 そんなのいらない リンデルト・クロムハウト 童心社

絵本 おじさんのかさ 佐野 洋子 講談社

絵本 じゃがいもポテトくん 長谷川 義史 小学館
絵本 したのどうぶつえん あき びんご くもん出版

手遊び すうじのうた 夢 虹ニ 金の星社
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

紙芝居 たいいくのひだいすき! 宮本 えつよし 教育画劇

手遊び はじまるよ ― ―
絵本 でっこりぼっこり 高畠 那生 絵本館
絵本 とんぼのうんどうかい かこ さとし 偕成社
絵本 万次郎さんとおにぎり 本田 いづみ 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

大型絵本 いつもいっしょに こんの ひとみ 金の星社

絵本 なずずこのっぺ? カーソン・エリス フレーベル館
絵本 ミャオ!ちいさないすをどうするの? セバスチャン・ブラウン ひさかたチャイルド

大型絵本 ぼくのくれよん 長 新太 講談社
大型絵本 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー 偕成社

絵本 ひつじぐものむこうに あまん きみこ 文研出版
手遊び あたま・かた・ひざ・ポン ― ―

紙芝居 おなべとやかんとふらいぱんのけんか 村山 籌子 童心社

絵本 ちいさいおおきな女の子 ウーリー・オルレブ 講談社
大型絵本 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社
紙芝居 かっぱのてがみ 菊地 ただし 教育画劇

絵本 おちばがおどる いとう ひろし ポプラ社

絵本 きこりとおおかみ 山口 智子 福音館書店
紙芝居 ふしぎなはこ 関 七美 教育画劇
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 クリスマスのちいさな木 クリス・ラシュカ 光村教育図書

絵本 かみさまからのおくりもの ひぐち みちこ こぐま社

絵本 十二支のしんねんかい みき つきみ こぐま社
絵本 おもちのきもち かがくい ひろし 講談社
絵本 うえへまいりまぁす 長谷川 義史 PHP研究所
絵本 そらいろのたね なかがわ りえこ 福音館書店

紙芝居 にじになったきつね 川田 百合子 童心社

紙芝居 おにはーそと! すぎのこ保育園 童心社
絵本 てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ 福音館書店
絵本 おめんです いしかわ こうじ 偕成社

大型絵本 ぴっけやまのおならくらべ かさい まり チャイルド本社
手遊び ひげじいさん ― ―
絵本 とりかえっこ さとう わきこ ポプラ社

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 まめのかぞえうた 西内 ミナミ 鈴木出版
大型絵本 おめんです いしかわ こうじ 偕成社

絵本 きたかぜとたいよう イソップ 西村書店
絵本 ちびっこちびおに あまん きみこ 偕成社

紙芝居 まめっこぽりぽりおにはそと! 渡辺 節子 教育画劇

1月6日 A

1月20日 C

2月3日 B

11月4日 C

11月18日 B

12月16日 D

10月7日 D

10月21日 A

8月19日 A

9月2日 C



平成30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 あかちゃんおばけおつかいできるよ しらかた みお 新風舎
絵本 うしろにいるのはだあれだ 五味 太郎 絵本館

手遊び ミックスジュース ― ―
絵本 あっちゃんあがつく さいとう しのぶ リーブル
絵本 ねこどんなかお 村上 しいこ 講談社

紙芝居 ゆきってなーに 塩田 守男 教育画劇

大型絵本 ひなまつり・こどものひ 阿部 恵 チャイルド本社
絵本 わたしのおひなさま 内田 麟太郎 岩崎書店

大型絵本 ぼくのくれよん 長 新太 講談社
絵本 なわとびしましょ 長谷川 義史 学研おはなし絵本

絵本 はるやさいのはるやすみ 林 木林 ひかりのくに

絵本 ゴリオとヒメちゃん アンソニー・ブラウン 評論社
絵本 はなをくんくん ルース・クラウス 福音館書店

大型絵本 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社
絵本 おべんとうをたべたかったおひさまのはなし 本田 いづみ 福音館書店

紙芝居 とおくへいったよ 内山 安二 教育画劇

手遊び キャベツのなかから ― ―

3月17日 C

3月3日 A

2月17日 D



平成30年度　岐阜県図書館
おはなし会プログラム

平成30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30年4月～平成31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 ぼくがいっぱい いもと ようこ 岩崎書店

絵本 ふしぎなたけのこ 松野 正子 福音館書店

手遊び たんぽぽ ― ―

絵本 たんぽぽ 平山和子 福音館書店

絵本 こぶとりじい 宮川ひろ ほるぷ出版

絵本 まいごのまめのつる こだま ともこ 福音館書店

絵本 まよいが 京極 夏彦 汐文社

絵本 ふうとはなとうし いわむら かずお 童心社

絵本 おかあちゃんがつくったる 長谷川 義史 講談社

絵本 ちきゅうのうえで 沢田 としき 教育画劇

絵本 たまごのはなし/たねのはなし ダイアナ・アストン ほるぷ出版

絵本 ピンク、ぺっこん 村上 康成 徳間書店

絵本紹介 動物の｢跡｣図鑑 ジニー・ジョンソン 文渓堂

絵本紹介 生物の消えた島 田川 日出夫 福音館書店

絵本 あめじょあじょあ イ ミエ 光村教育図書

絵本 にゅうどうぐも 野坂 勇作 福音館書店

絵本 うみのがくたい 大塚 勇三 福音館書店

手遊び あとだしジャンケン ― ―

絵本 せきとりしりとり サトシン 文渓堂

大型絵本 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

絵本 おんどりとえんどうまめ 宮川 やすえ ひさかたチャイルド

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

紙芝居 かっぱのすもう 渋谷勲 童心社
絵本 りゅうになりそこねたハブ 儀間 比呂志 福音館書店

絵本 へいわってどんなこと? 浜田 桂子 童心社

手遊び むすんで ひらいて ― ―
絵本 きょうのごはん 加藤 休ミ 偕成社
絵本 おそとがきえた! 角野 栄子 偕成社
絵本 ねえ、どれがいい? ジョン・バーニンガム 評論社

絵本 ひゃくにんのおとうさん 譚 小勇 福音館書店

手遊び 大きなくりの木の下で ― ―

絵本 おちばがおどる いとう ひろし ポプラ社

絵本 さんねん峠 李 錦玉 岩崎書店

絵本 ねことライオンにてる?にてない? ― ひさかたチャイルド

紙芝居 したきりすずめ 安田 浩 教育画劇

絵本 おにぎりぱくりん 今西 祐行 全国学校給食協会

絵本 山のとしょかん 肥田 美代子 文研出版

手遊び 手をたたきましょう ― ―

絵本 こんとごん 織田 道代 福音館書店

絵本 かちかちやま おざわ としお 福音館書店

絵本 てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ 福音館書店

絵本 かめのヘンリー ゆもと かずみ 福音館書店

手遊び げんこつやまのたぬきさん ― ―

絵本 うつぼざる もりした いずみ 講談社

絵本 クリスマスのよるに あべ はじめ ＢＬ出版

絵本 十二支のかぞえうた さいとう しのぶ 佼成出版社

絵本 まゆとおに 富安 陽子 福音館書店

絵本 まわとびしましょ 長谷川 義史 復刊ドットコム

絵本 ゆきおんな 中脇 初枝 小学館

11月10日 E

12月15日 E

1月12日 E

10月13日 E

6月9日 E

8月18日 E

4月14日 E

5月12日 E

9月8日 E

7月14日 E



平成30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 こけこっこー 林 木林 鈴木出版

絵本 おおはくちょうのそら 手島 圭三郎 ビブリオ出版

手遊び ももたろうさん ― ―

絵本 まほうのコップ 藤田 千枝 福音館書店

紙芝居 じごくけんぶつ 水谷 章三 童心社

手遊び おちたおちた ― ―

絵本 まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ 福音館書店

絵本 ヤマネコ毛布 山福 朱実 復刊ドットコム

絵本 てじな 土屋 富士夫 福音館書店

絵本 タンポポ 光丘 真理 文研出版

2月9日 E

3月9日 E


