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（２）平成 31年度（令和元年度） 図書館「おはなし会」の記録  

月  日  内 容        題             名 参加人数 

４月３日 絵本 あかいはねのふくろう（復刊ドットコム） 31人 

午前 特大絵本 はらぺこあおむし（偕成社）  

 手遊び キャベツの中からあおむしでたよ  

 特大絵本 あかまるちゃんとくろまるちゃん（チャイルド本社）  

 手遊び つくしんぼ  

 紙芝居 ひーらいた ひーらいた（童心社）  

 手遊び はなはなはな  

 絵本 おんなじ おんなじ おんなじね（学研）  

 絵本 ぞうのふうせんやさん（教育画劇）  

 手遊び ふうせん  

４月１０日 おはなし こすずめのぼうけん ３人 

午後 絵本 うずらちゃんのかくれんぼ（福音館書店）  

 手遊び にわのことり  

 手遊び いちわのにわとりさんぽして  

 特大絵本 おめんです（偕成社）  

 紙芝居 おおきくおおきくおおきくなあれ（童心社）  

 絵本 おおかみのおなかのなかで（徳間書店）  

４月１７日 絵本 のりたいな（福音館書店） 23人 

午前 絵本 パンダかぞえたいそう（講談社）  

 絵本 そらまめくんとおまめのなかま（小学館）  

 手遊び たんたんたんぽぽ  

 絵本 ぺったんこ ぷっくらこ（アリス館）  

 手遊び ひとつとひとつで どんなおと  

 紙芝居 たけのこほりほり（童心社）  

 特大絵本 れいぞうこ（偕成社）  

 手遊び たまごをぽん  

 絵本 やるとおこられそうなこと（岩崎書店）  

４月２４日 絵本 まくらのせんにん（佼成出版社） 12人 

午後 手遊び ちいさなはたけをたがやして  

 絵本 わらべちょうじゃ（あすなろ書房）  

 絵本 うし（アリス館）  

 特大絵本 しりとりのだいすきなおうさま（すずき出版）  

 紙芝居 コッコおばさんのおいしいレストラン（童心社）  

 絵本 ちっちゃなかいぞくいまなんにん？（潮出版社）  

５月８日 おはなし ５本のゆびさん 5人 
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午後 絵本 おばけのどろんどろん（ポプラ社）  

 手遊び かえるのうた  

 絵本 おめんです２（偕成社）  

 特大絵本 みんなでんしゃ（チャイルド社）  

 特大絵本 おべんとくん（チャイルダ社）  

５月１５日 絵本 くれよんぐるぐる（くもん出版）  

午前 紙芝居 かわるよかわるよ（教育画劇）  

 紙芝居 アンパンマンとごりらまん（フレーベル館）  

 絵本 おんぶおんぶのももんちゃん（童心社）  

 特大絵本 くだものいろいろかくれんぼ（ポプラ社）  

 特大絵本 きんぎょがにげた（福音館書店）  

５月２２日 絵本 プリンちゃんとおかあさん（理論社） 15人 

午後 絵本 りんごがコロコロコロリンコ（講談社）  

 特大絵本 ノラネコぐんだんパンこうじょう（白泉社）  

 手遊び あたまかたひざぽん  

 手遊び たまごをポン  

 絵本 ももんちゃんしー（童心社）  

 絵本 たんぼにおおぞらみーつけた！（福音館書店）  

 絵本 おさかなどろぼう（PHP）  

６月５日 絵本 ぼく くま（みらいパブリッシング） 25人 

午前 絵本 ばななくんがね（童心社）  

 特大絵本 おやおやおやさい（福音館書店）  

 特大絵本 みんなでんしゃ（ひさかたチャイルド）     

 手遊び ミッキーマウスマーチ  

 絵本 じゅう じゅう じゅう（福音館書店）  

 絵本 みんな とぶよ！（童心社）  

 絵本 いたいのいたいのとんでけ～（世界文化社）  

 絵本 ノンタンおよぐのだいすき（偕成社）  

 絵本 いすちゃんです。（童心社）  

６月２６日 手遊び ポッツン雨がふる 8人 

午前 おはなし おやふこうなあおかえる  

 絵本 ちいさなヒッポ（偕成社）  

 絵本 ぴんぽーん（アリス館）  

 絵本 だいすきライオンさん（フレーベル館）  

 絵本 てっかくん（教育画劇）  

 特大絵本 ふしぎなカサやさん（金の星社）  

７月３日 絵本 おままごとであそびましょ（童心社） 20人 

午前 絵本 ぱんぱん あーん（福音館書店）  
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 手遊び ちゅっちゅっこっことまれ  

 特大絵本 おばけだじょ（学研）  

 特大絵本 だるまさんが（ブロンズ新社）  

 絵本 ぽつぽつぽつ（福音館書店）  

 絵本 できるかな？あたまからつまさきまで（偕成社）  

 手遊び パンやさんでおかいもの  

 絵本 ばあ～っ！（くもん出版）  

 絵本 ぱかっ（ポプラ社）  

 手遊び ころころ たまご  

 絵本 じゃあじゃあびりびり（偕成社）  

 手遊び いっちょうめのとらねこ  

７月１０日 絵本 ばけばけばけた（大日本図書） 6人 

午後 特大絵本 おばけのてんぷら（ポプラ社）  

 絵本 まどのむこうのくだものなあに（福音館書店）  

 手遊び ひとつひとつ  

 おはなし せかいでいちばんキレイなこえ  

 手遊び ちゃちゃつぼ  

 絵本 おちゃのじかんにきたとら（童話館出版）  

 絵本 とらんぽりんぽーん（大日本図書）  

７月１７日 絵本 そらまめくん こんにちは（小学館） 20人 

午前 絵本 あついあつい（福音館書店）  

 手遊び あんぱんまん  

 特大絵本 ありとすいか（ポプラ社）  

 特大絵本 ぴょーん（ポプラ社）  

 手遊び ぽっつんぽつぽつ  

 絵本 ちゅうちゅうちゅちゅちゅ（福音館書店）  

 絵本 まんまるおかお（アリス館）  

 手遊び 大きなたいこ 小さなたいこ  

 絵本 あーそぼ あーそぼ（福音館書店）  

 手遊び おいでおいでパンダ  

 絵本 いろいろごはん（くもん出版）  

 手遊び あんぱん じゃむパン  

 絵本 たかいたかい（絵本館）  

 手遊び でんでんむし  

７月２４日 絵本 おばけのぺろぺろ（フレーベル館）  

午後 特大絵本 どうぶついろいろかくれぼ（ポプラ社）  

 手遊び みみずのたいそう  

 手遊び でんでんむし  
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 絵本 はなげばあちゃん（パロル舎）  

 絵本 ばけばけばけばけばけたくん おみせの巻（大日本図書）  

 手遊び はなみみつかみ  

８月７日 おはなし 世界で一番きれいな声 23人 

午前 絵本 うえきばちです（BL出版）  

 特大絵本 へんしんおばけ（金の星社）  

 紙芝居 ぴっかぴかでいいきもち（童心社）  

 パネル とんでったバナナ  

 手遊び うちゅうじん  

８月１４日 おはなし だいくとおにろく 9人 

午後 手遊び さかながはねた  

 絵本 ガンﾋﾟｰさんのふなあそび（ほるぷ出版）  

 特大絵本 なつのいちにち（偕成社）  

 手遊び ぐるぐるひまわり  

 絵本 くすのきだんろのなつやすみ（ひかりのくに）  

 パネルシアター おばけなんてないさ  

８月２１日 絵本 あかちゃんパンダ（講談社） 15人 

午前 絵本 おひさまあはは（こぐま社）  

 手遊び トントントントンドラえもん  

 絵本 ノラネコぐんだんアイスのくに（白泉社）  

 絵本 こねてのばして（ブロンズ新社）  

 特大絵本 ばけのてんぷら（ポプラ社）  

 絵本 さかながはねて（世界文化社）  

８月２８日 手遊び あめふり 5人 

午後 絵本 まどのむこうのくだものなあに？（福音館書店）  

 絵本 とんぼとんぼあかとんぼ（福音館書店）  

 特大絵本 すっぽんぽんのすけ（すずき出版）  

 絵本 ようかいむらのわくわくなつやすみ（国土社）  

 特大絵本 おばけだじょ（学研）  

９月４日 手遊び 山からころころ山芋 19人 

午前 絵本 ぴょーん（ポプラ社）  

 手遊び かえるのうた  

 絵本 あれあれだあれ？（ひかりのくに）  

 絵本 ひよこさん（福音館書店）  

 絵本 おつきさま こんばんは（福音館書店）  

 特大絵本 だるまさんと（ブロンズ新社）  

 特大絵本 ころころころ（福音館書店）  

 手遊び おやまがねあったとさ  
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 絵本 たまごのえほん（童心社）  

９月１１日 手遊び くまさんのおでかけ 10人 

午後 絵本 トンボしょうねん（福音館書店）  

 絵本 パパ、お月さまとって！（偕成社）  

 おはなし あなのはなし  

 特大絵本 おめんです２（偕成社）  

 絵本 うしろにいるのだあれ（新風舎）  

 絵本 バナナじけん（ＢＬ出版）  

 特大絵本 ぜったいにおしちゃダメ？（サンクチュアリ出版）  

９月１８日 絵本 あそぼうよ（好学社） 16人 

午前 絵本 おばけばたけのおふろやさん（ひさかたチャイルド）  

 絵本 ぼちぼちいこか（偕成社）  

 手遊び ごんべさんのあかちゃん  

 紙芝居 ばけくらべ（童心社）  

 絵本 ひるねのね（ポプラ社）  

 特大絵本 ゆうたとさんぽする（あかね書店）  

 特大絵本 もこもこもこ（文研出版）  

９月２５日 手遊び くり 5人 

午後 おはなし 大きなかぶ（偕成社）  

 手遊び 大きなタイコ小さなタイコ  

 絵本 チューせんせいはおいしゃさん（ひかりのくに）  

 絵本 はかせのふしぎなプール（福音館書店）  

 絵本 シリルとパット ともだちになろう（フレーベル館）  

 紙芝居 大っきなバナナ（教育画劇）  

１０月２日 絵本 みんなとぶよ！（童心社） 50人 

午前 手遊び チョチ チョチ あわわ  

 絵本 ながいではりっぱでしょ（ＰＨＰ）  

 手遊び ポッツンポツポツ  

 絵本 ぐるぐるカレー（アリス館）  

 手遊び たまごをポン  

 絵本 れんけつガッチャン（学研）  

 絵本 おしっこおしっこ（クレヨンハウス）  

 手遊び おべんとうばこのうた  

 絵本 ママだいすき（アルファポリス）  

１０月９日 絵本 しろくまきょうだいのケーキやさん（白泉社） 6人 

午後 絵本 いつもとなりで（国土社）  

 紙芝居 でんしゃがくるよ（童心社）  

 紙芝居 よんでよんで（教育画劇）  
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 手遊び 大きなくりの木の下で  

 大型絵本 ぐりとぐらのえんそく（福音館書店）  

１０月１６日 絵本 そっくりこ（ひかりのくに） 38人 

午前 絵本 でんぐりごろりん（大日本図書）  

 絵本 おやさいしろくま（PHP）  

 絵本 どろんここぶた（文化出版局）  

 特大絵本 おばけだじょ（学研）  

 特大絵本 ぴょーん（ポプラ社）  

１０月２３日 絵本 ハロウィンのおきゃくさま（光村教育図書） 3人 

午後 紙芝居 あなからみえるよ（教育画劇）  

 手遊び やすべーじじー  

 絵本 たかいたかい（絵本館）  

 絵本 おばけまほうにかかる（ほるぷ出版）  

 絵本 おおきなかぶ（福音館書店）  

１１月６日 絵本 おもちさんがね・・（童心社） 27人 

午前 手遊び おさらにおはしに  

 絵本 おうまさんしてー！（こぐま社）  

 絵本 ぴよぴよ（くもん出版）  

 手遊び にーきり ぱっちり  

 絵本 そっくりこ（くもん出版）  

 手遊び ここはとうちゃんにんどころ  

 絵本 ぱっちりおはよう（福音館書店）  

 絵本 おしくらまんじゅう(プロンズ新社)  

 手遊び そばだんご  

 エプロンシアター きたかぜとたいよう  

１１月１３日 手遊び おやまのこうさぎ 7人 

午後 絵本 おしくらまんじゅう（ブロンズ新社）  

 手遊び ととけっこー  

 絵本 たまごのあかちゃん（福音館書店）  

 絵本 きょうはみんなでクマがりだ（評論社）  

 絵本 おもちおばけ（ポプラ社）  

 絵本 おやすみくまちゃん（岩崎書店）  

 手遊び いとまきまき  

１１月２０日 手遊び おてて ぬーくくなれ はー 31人 

午前 絵本 うさぎちゃんともだちできた（ポプラ社）  

 手遊び おやまのおさる  

 絵本 わたしのだいこん（福音館書店）  

 絵本 わらう（白泉社）  
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 手遊び 一本ばしこちょこちょ  

 紙芝居 くいしんぼうのありさん（教育画劇）  

 特大絵本 おめんです（偕成社）  

 手遊び どんぐりころちゃん  

１１月２７日 手遊び いっぽんばし 5人 

午後 おはなし あたまに柿の木  

 手遊び おやまがあったとさ  

 絵本 おなかのかわ（福音館書店）  

 特大絵本 どうぞのいす（ひさかたチャイルド）  

 特大絵本 わゴムはどのくらいのびるかしら？（ほるぷ出版）  

１２月４日 絵本 スプーンコプター（アリス館） 37人 

午前 絵本 ぱかっ（ポプラ社）  

 絵本 どんどこどん（福音館書店）  

 手遊び だいこんつけ  

 紙芝居 おにぎり たべよう！（童心社）  

 パネルシアター ほっかほかのほ  

 パネルシアター ポンポンポケット  

 パネルシアター コブタヌキ  

 手遊び くまさんのおでかけ  

 手遊び やきいも  

１２月１１日 おはなし おおかみと七ひきの子やぎ 5人 

午後 手遊び グーチョキパーでなにつくろう  

 絵本 どんぐりころころ そのあとは（新日本出版社）  

 うた どんぐりころころ どんぶりこ  

 絵本 いろいろクリスマスツリー（アリス館）  

 手遊び サンタになっちゃった  

 絵本 いま、なんさい？（ＢＬ出版）  

 絵本 クリスマスだよ、デイビッド！（評論社）  

１２月１８日 絵本 まってまって（大日本図書） 30人 

午前 絵本 こぐまちゃんとどうぶつえん（こぐま社）  

 手遊び げんこつやまのたぬきさん  

 手遊び ひとつひとつでどんな音  

 手遊び いっぽんばし  

 絵本 ぞうちゃんのいやいや（講談社）  

 絵本 なにかななにかな（主婦の友社）  

 手遊び とんとんとん  

 絵本 メリーメリークリスマス！（くもん出版）  

 手遊び サンタになっちゃった  
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１２月２５日 絵本 メリーメリークリスマス！（くもん出版） 2人 

午後 絵本 おもちのきもち（講談社）  

 特大絵本 ねずみくんのチョッキ（ポプラ社）  

 手遊び げんこつ山のたぬきさん  

 絵本 へんしんクイズ（金の星社）  

 絵本 いつもいっしょに（金の星社）  

 絵本 ぐりとぐらのいちねんかん（福音館書店）  

１月８日 おはなし じゅうにしのはじまり 9人 

午後 絵本 ねずみさんのながいパン（こぐま社）  

 紙芝居 のーびた のびた（童心社）  

 紙芝居 おひさま おめでとう！（童心社）  

 ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ ねずみのよめいり  

 手遊び ふしぎなポケット  

 手遊び あたま かた ひざぽん  

 手遊び やきいも  

１月１５日 手遊び いきでねーくくなあれ 31人 

午前 おはなし ぼたもちとたまごの寺まいり  

 絵本 ひもがいっぽん（福音館書店）  

 絵本 はたらくくるま まかせとけ（偕成社）  

 手遊び 三段の重箱  

 絵本 てて、あのね（岩崎書店）  

 手遊び 1本ばしこちょこちょ  

 特大絵本 だるまさんが（ブロンズ新社）  

 絵本 おもち（福音館書店）  

 手遊び もちっこやいて  

 紙芝居 おおきくおおきくおおきくなあれ（童心社）  

１月２２日 絵本 まっくろネソノ（偕成社） 26人 

午後 手遊び おもちやいて  

 絵本 おもち（小峰書店）  

 手遊び たまごをポン  

 絵本 三びきのやぎのがらがらどん（福音館書店）  

 特大絵本 もりのおふろ（福音館書店）  

 手遊び おい！きたろう  

 特大絵本 ぐりとぐら（福音館書店）  

 特大絵本 おおきなかぶ（福音館書店）  

２月５日 特大絵本 ぴょーん（ポプラ社） 34人 

午前 絵本 どんぐりころころ そのあとは・・・（新日本出版社）  

 絵本 モーっていったの だあれ？（童話館出版）  
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 絵本 はい たっち（エンブックス）  

 手遊び ひとつとひとつで  

 絵本 すべりだい（すずき出版）  

 手遊び じーかいてぽん  

 絵本 ぼうし（のら書店）  

２月１２日 絵本 たこさんたこさん（福音館書店） 10人 

午後 絵本 まてまてドーナツ（フレーベル館）  

 絵本 コケッコーさんのおもてなし（フレーベル館）  

 手遊び あめこんこんゆきこんこん  

 絵本 ねこがいっぱい（福音館書店）  

 手遊び まほうのつえ  

 絵本 ちいさなねこ（福音館書店）  

 手遊び たまごをポン  

 絵本 どんどんばしわたれ（こぐま社）  

 手遊び おやまがねあったとさ  

 絵本 だるまさんと（ブロンズ新社）  

 絵本 ねこねこやなぎ（福音館書店）  

 手遊び さよならあんころもち  

２月１９日 絵本 ないてるこ だあれ（こぐま社） 33人 

午前 絵本 おひさま あはは（こぐま社）  

 絵本 どのこかな？（ブロンズ新社）  

 手遊び げんこつやまのたぬきさん  

 手遊び あがりめ さがりめ  

 手遊び 木がおれる  

 絵本 いないいないばあ（童心社）  

 手遊び こぶたぬきつねこ  

 特大絵本 れいぞうこ（偕成社）  

 絵本 おいしーい（くもん出版）  

 絵本 おわんわん（ひさかたチャイルド）  

 絵本 ごはん山（白泉社）  

2/26 中止   

3/4/ 中止   

3/11 中止   

3/18 中止   

3/25 中止   

    

計３９回   計690人 
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（３）月別状況 

平成３１年度（令和元年度） 

４月 4回 69人 

 ５月 3回 51人 

６月 2回 33人 

７月 4回 51人 

８月 4回 52人 

９月 4回 50人 

１０月 4回 97人 

１１月 4回 70人 

１２月 4回 74人 

１月 3回 66人 

２月 3回 77人 

３月 0回 0人 

合計 39回 690人 

  平均 17.7人 

※３月は、コロナ感染症対策のため中止 

 

（４）おはなし会年度別参加者数 

                                                                   単位：人 

年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

参加者数 1,090 1,323 1,197 1,334 1,094 1,000 752 865 690 

 

 

 

 


