
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)

２－１ 2018/5/18 このすしなあに 絵本 塚本やすし 〃 ポプラ社 2

おたまじゃくしの１０１ちゃん 紙芝居 かこさとし 童心社 5

あかいありとくろいあり 絵本 かこさとし 偕成社 7

2018/6/8

2018/9/14 いたずら絵本がたべちゃった 絵本 リチャードバーン 林　木林 10

おかしなハロウィン 絵本 中村　宏平 ほるふ出版 5

2018/10/26 ちびちっち 絵本 ステファニーブレイク ふしみみさお あすなろ書房 4

どんぐりたろうのき 絵本 鶴見正夫 黒井健 佼成出版 4

空とぶライオン 絵本 佐野洋子 〃 講談社 7

2018/11/16 わかがえりのみず 絵本 間所ひさこ 若菜珪 7

生まれてきてくれてありがとう 絵本 にしもとよう 黒井健 5

１１月のなぜなぜ 絵本 3

2018/12/7 ねむりのはて 絵本 ｳｪﾝﾃﾞｨﾜﾄｿﾝ 福音館書店

給食番長 絵本 よしながこうたく 好学社

2019/1/11 十二支のおはなし 絵本 内田麟太郎 岩崎書店

どくろじまのたからさがし 絵本 マーティンテイラー 大日本絵画

2019/2/8 かさじぞう 紙芝居 長崎源二郎 教育画劇

このすしなあに 絵本 塚本やすし ポプラ社

アイススケートペンギン 絵本 塚本やすし ディスカヴァー・トゥエンティワン

2019/3/8 「あそぼ」やで！ 絵本 くすのきしげのり くもん出版

あけるな 絵本 谷川俊太郎 復刻ドットコム

いろはにほへと 絵本 今江祥智 BL出版

２－２ 2018/5/18 まほうのひょうたんいけ 紙芝居 柴野民生 教育画劇 7

さるのせんせいとへびのかんごふさん 絵本 穂高順也 新井良二 7

2018/6/8 まってるまってる 絵本 高畠那生 絵本館 5

おへそさんたびにでる 紙芝居 やべみつのり 童心社 10

2018/9/14 さかなだってねむるんです 絵本 嶋田泰子 10

ぱんだなりきりたいそう 絵本 いりやまさとし 講談社 5

2018/10/26 おかしなハロウィン 絵本 ザ・キャビンカンパニー ほるぷ出版 5

くいしんぼうのクジラ 絵本 谷口智則 あかね書房 6

コアラアラアラやってきて 絵本 おおなり修司 丸山誠司 絵本館 3

2018/11/16 がまんのケーキ 絵本 かがくいひろし 教育画劇 3

ちいさいタネ 絵本 エリックカール ゆあさふみえ 偕成社 10

2018/12/7 にわとりのおっぱい 絵本 山本省三 講談社

ひとりじゃないよ 絵本 マイククラトワ マイクロマガジン

トナカイのいちねん 絵本 きしらまゆこ ひさかたチャイルド

2019/1/11 ふってふってバニー 絵本 クラウディアルエザ フレーベル館

2019/2/8 ちきゅう 絵本 Gブライアンカラス 偕成社

きょうはなんのひ 絵本 瀬田貞二 福音館書店

2019/3/8 もももすもも 絵本 新井洋行 講談社

はっきょよいどーん 絵本 やまもとななこ 講談社

そんごくうだいかつやく 紙芝居 川崎大治 童心社



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)

２－３ 2018/5/18 うなぎにきいて 紙芝居 桂文我 長谷川義史 童心社 7

おじゃまなクマのおいだしかた 絵本 エリック・バインダー ステファニー・グラエギン 三辺律子 岩崎書店 7

かげのひこうき 絵本 五味太郎 〃 偕成社 3

2018/6/8 ひゅるひゅる 絵本 せなけいこ 童心社 4

ふたごのあかちゃんとにげたとら 絵本 北川ちはる はたこうしろう ひさかたチャイルド 5

ひとりでかえる 絵本 つおみちこ えほんの社 3

2018/9/14 わらしべちょうじゃ 絵本 杉山亮 高畠那生 小学館 10

こんなとききみならどうする？ 絵本 スギヤマカナヨ ひかりのくに 5

2018/10/26 ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから 〃 BL出版 10

ぼくとばく 絵本 鈴木のりたけ 若林製本 5

2018/11/16 ちびちっち 絵本 ステファニーブレイク ふしみみさお あすなろ書房 4

どんぐりたろうのき 絵本 鶴見正夫 黒井健 佼成出版 5

おおきな木 ｼｪﾙｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ ほんだきんいちろう 篠崎書林 6

2018/12/7 ぼちぼちいこか 絵本 マイクセイラー 偕成社

サンタさんからのてがみ 絵本 たんのゆきこ 福音館書店

アボガドベイビー 絵本 ジョンバーニンガム

2019/1/11 かぜのひだあいすき 絵本 間所ひさこ 金の星社

EddyBearなんてすてきな日 絵本 アンドレ・ダーハン 学研教育出版

2019/2/8 ラチとらいおん 絵本 マレークベロニカ

ぜったいにおしちゃだめ 絵本 ビルコッター

2019/3/8 ちゅうちゅうたこかいな 絵本 新井洋行 講談社

ながしびなのねがいごと 絵本 岡信子 世界文化社

２－４ 2018/5/18 うなぎにきいて 紙芝居 桂文我 長谷川義史 童心社 7

おじゃまなクマのおいだしかた 絵本 エリック・バインダー ステファニー・グラエギン 三辺律子 岩崎書店 7

かげのひこうき 絵本 五味太郎 〃 偕成社 3

2018/6/8 けんちゃんともぐりん 絵本 薄井理子 夏目尚吾 くもん出版 7

しのちゃんと４ひきのともだち 絵本 織茂恭子 岩崎書店 7

2018/9/14 おならをならしたい 絵本 鈴木のりたけ 小学館 13

でこちゃん 絵本 つちだのぶこ ＰＨＰ出版 3

2018/10/26 ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版

おさるのジョージハロウィンのおばけ 絵本 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄﾚｲ 山北めぐみ 金の星社

2018/11/16 ともだちや 絵本 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 6

くるみ割り人形 絵本 ホフマン ｱﾘｰﾀﾞﾏｯｻｰﾘ 西本かおる 小学館 7

2018/12/7 はだかのおうさま 絵本 アンデルセン ブロンズ新社

やさいのおなか 絵本 きうらかつ 福音館書店

2019/1/11 ぎろろんやまと１０ぴきのかえる 絵本

いいこってどんなこ 絵本

たからさがし 絵本

2019/2/8 おによりつよいおよめさん 絵本 井上ようこ 岩崎書店

どくろじまのたからさがし 絵本 マーティンテイラー 大日本絵画

2019/3/8 シナの５にんきょうだい 絵本 クレール・Ｈ・ビショップ 瑞雲舎

しげちゃん 絵本 マーティンテイラー 室井滋 金の星社
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２－５ 2018/5/18 おたんじょうびケーキつくりましょ 絵本 えがしらみちこ 〃 教育画劇 6

へえこいたのだれだ 絵本 平田昌広 野村たかあき くもん出版 6

2018/6/8 みて！ 絵本 高畠那生 2

かぶとむしランドセル 絵本 ふくべあきひろ おおのこうへい 7

えほんからとびだしたオオカミ 絵本 ティエリーロブレヒト グレゴワールマドール 石津ちひろ 8

2018/9/14 どうぶつしんちょうそくてい 絵本 聞かせ屋けいたろう 高畠純 アリス館 3

どこかいきのばす 絵本 井上ようこ くわはら順子 文研出版 13

2018/10/26 やさいのおなか 絵本 きうらかつ 〃 福音館書店 2

はだかのおうさま 絵本 アンデルセン 中井貴恵 ブロンズ新社 10

2018/11/16 だんしゃく王とメークイン女王 絵本 苅田澄子 北村裕花 講談社 6

もうあかん 絵本 岡田よしたか 学研プラス

こわめっこしましょ 絵本 tuperatupera 絵本館 3

2018/12/7 おしっこちょっぴりもれたろう 絵本 ヨシタケシンスケ 共同印刷

クリスマスのたからさがし 絵本 アグヤトコフスカ 大日本絵画

2019/1/11 したきりすずめ 絵本 那須田淳 小学館

わすれてないよ 絵本 あきやまただし 教育画劇

2019/2/8 ふしぎなふしぎなまほうの木 絵本 ｸﾘｽﾃｨﾏｼｿﾝ

ふってふってバニー 絵本 クラウディアルエザ

2019/3/8 ももたろう 絵本 松居直 福音館書店

パパおつきさまとって 絵本 エリックカール 偕成社

みにくいアヒルの子 紙芝居 アンデルセン


