
クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社 所要時間(分)

１－１ 2018/5/25 ニャーゴ 大型絵本 宮西達也 宮西達也 すずき出版 3

とんとんからりとんからり 紙芝居 鎌田佐多子 中地のぶひで 童心社 3

2018/6/22 おしりだよ 絵本 乾栄里子 西村敏雄 教育画劇 6

おめんです② 大型絵本 いしかわこうじ 偕成社 3

2018/7/13 しりとりのだいすきなおうさま 絵本 中村祥子 はたこうしろう すずき出版

まあ、なんてこと！ 絵本 デイビット・スモール 藤本朝巳 平凡社

ふしぎなナイフ 絵本 林建造、中村牧江 福田隆義 福音館書店

2018/9/21 ぼうしとったら 絵本 tuperatupera 学研

たんぼレストラン 絵本 はやしますみ ひかりのくに

あたまにかきの木 絵本 藤田勝治 童心社

2018/10/12 ぼくとばく 絵本 鈴木のりたけ 小学館 5

あのなこれはひみつやで 絵本 くすのきしげのり かめざわゆうや 10

2018/11/9 みんなでつくっちゃった 絵本 長新太 〃 大日本図書 3

みーつけた 絵本 もろはらじろう 〃 すずき出版 2

ちいさなくれよん 絵本 篠塚かをり 安井淡 金の星社 10

2018/12/14 このすしなあに 絵本 塚本やすし 〃 ポプラ社

おねぼうサンタのクリスマス 絵本 つくだよしこ 〃 コーキ出版

2019/1/25 ともだちや 絵本 内田麟太郎 偕成社

みえるとかみえないとか 絵本 ヨシタケシンスケ アリス館

2019/2/15 ふってふってバニー 絵本 クラウディア・ルエダ フレーベル館

なりたいのは 絵本 長田真 中央精版

2019/3/1 たからさがし 絵本

いいこってどんな子？ 絵本

だいじょうぶだいじょうぶ 絵本

１－２ 2018/5/25 まほうのひょうたんいけ 紙芝居 柴野民生 教育画劇 7

えんそくバス 絵本 中川ひろたか 村上康成 童心社 7

2018/6/22 いいこってどんな子？ 絵本 ジーンモデシット ロビンスポワート もきかずこ

しろねこしろちゃん 絵本 森佐智子 ＭＡＹＡＭＡＸＸ

あさえとちいさいいもうと 絵本 筒井頼子 林明子

ぴよぴよぴよ 絵本 平野剛 福音館書店

2018/7/13 くまさんまちへおつかいに 絵本 童心社 10

ちびゴリラのちびちび 大型絵本 ルースホーンスタイン いわたみみ 光陽印刷 5

2018/9/21 あめの日のおさんぽ 絵本 Uシェフラー Uヴェンセル 若林ひとみ 文化出版局 5

からすのおかしやさん 絵本 かこさとし 偕成社 10

2018/10/12 みどりの目 絵本 エイヴバーンバウム 〃 ほしかわなつよ童話館出版 6

教室はまちがうところだ 絵本 蒔田晋治 長谷川知子 子どもの未来社 6

ぐうぐうぐう 絵本 五味太郎 文化出版社 3

2018/11/9 けんかしちゃった 絵本 はしだてえつこ 〃 10

ぼくとばく 絵本 鈴木のりたけ 〃 5

2018/12/14 トトトのトナカイさん 絵本 長谷川義史 ブロンズ新社

すっぱりめがね 絵本 藤村賢志 教育画劇

ふしぎなおきゃくさま 絵本 桜井信夫 童心社

2019/1/25 あまがえるりょこうしゃ 絵本 まつおかたつひで

パンダともだちたいそう 絵本 いりやまさとし

ぜったいにおしちゃだめ 絵本 ビルコッター

2019/2/15 おつかい 絵本 さとうわきこ 福音館書店

まほうのえのぐ 絵本 林明子 福音館書店

そらいろのたね 絵本 なかがわりえこ 福音館書店

2019/3/1 いちねんせいのはるなつあきふゆ 絵本 おかしゅうぞう

ありがとう 絵本 いもとようこ 至光社



クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社 所要時間(分)

１－３ 2018/5/25 このすしなあに 絵本 塚本やすし ポプラ社 5

おたまじゃくしの１０１ちゃん 絵本 かこさとし 童心社 6

2018/6/22 おねぼうはじゃがいもさん 絵本 村山知義 童心社 10

ゴリオとヒメちゃん 絵本 アンソニーブラウン アンソニーブラウン 久山太市 評論社 5

2018/7/13 まぐろがまぐろになったわけ 紙芝居 平田昌広 平田景 教育画劇 7

キリンですけど 絵本 高倉浩司 丸山誠司 絵本館 5

2018/9/21 どうぞのいす 絵本 香山美子 柿本孝造 共同製本 5

だいじょうぶだいじょうぶ 絵本 いとうひろし 〃 講談社 10

2018/10/12 うみにしずんだおに 絵本 松谷みよこ 二俣英五郎 Kamishibaiforkids 13

2018/11/9 絵本

2018/12/14 アントン先生 絵本 西村敏雄 講談社

おかあさんのすーぷ 絵本 林原玉枝 女子パウロ会

2019/1/25 ふってふってバニー 絵本 クラウディア・ルエダ

ふしぎなふしぎなまほうの木 絵本 ｸﾘｽﾃｨﾏｼｿﾝ

2019/2/15 やさいのおなか 絵本 きうちかつ 福音館書店

ぼちぼちいこか 絵本 マイクセイラー 偕成社

イソップ物語 絵本 いまいあやの ＢＬ出版

おにわそとふくわうち 絵本 いもとようこ 金の星社

2019/3/1 いなばのしろうさぎ 絵本 いもとようこ 金の星社

つながってるいのちのまつり 絵本 草場一壽 サンマーク出版

１－４ 2018/5/25 ひとつぶのえんどうまめ 絵本 こうみょうなおみ こうみょうなおみ ＢＬ出版

はずかしがりのミリアム 絵本 ロール・モンルブ マイア・バレーひさかたチャイルド

ひともじえほん 絵本 こんどうりょうへい やまもとなおあき 福音館書店

2018/6/22 まよなかのせいろ 絵本 鎌田歩 アリス館

おこだでませんように 絵本 くすのきしげのり 石井聖岳 小学館

2018/7/13 いつだってともだち 絵本 モニカハイツ エリックバトゥー 那須田淳

かぞえる 絵本 楠田枝里子 飯野和好 復刻ドットコム

2018/9/21 ハロウィンってなあに？ 絵本 クリステルデモワノー 中島さおり 主婦の友社

カレーライス 絵本 小西英子

2018/10/12 バナナのはなし 絵本 伊沢尚子 及川賢二 福音館書店

ひゃくにんのお父さん 絵本 　　小勇 天野祐吉 福音館書店

でっこりぼっこり 絵本 高畠那生

2018/11/9 らっこのうみ 絵本 手島圭三郎 〃 リブリオ出版

がっこうでトイレにいけるかな 絵本 村上八千世 せべまさゆき ほるぷ出版

2019/1/25 きょうりゅうもうちゅうじんもぱんつがだいすき 絵本 クレアフリードマン 講談社

ウリオ 絵本 室井滋 世界文化社

2019/2/15 ふしぎなやどや 絵本 はせがわせつこ 福音館書店

このあしだあれ 絵本 河出書房

2019/3/1 てんぐ 絵本 杉山亮 ポプラ社

バナナのかわですべったら 絵本 もりひさし 金の星社


