
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)

３－１ 2018/5/25 二ジュール物語 絵本 フクダヒデコ イヌイマサノリ 象の森書房 15

2018/6/22 ぱくぱくはんぶん 絵本 渡辺鉄太 南伸坊 福音館書店 5

きつねのおとうさんがにっこりわらって 絵本 みやにしたつや 金の星社 7

2018/7/13 ぼく、およげないの 絵本 アンバースチュアート レインマーロウ ささやまゆうこ 7

ぞうまうぞ、さるのるさ 絵本 石津ちひろ 高畠純 ポプラ社 4

2018/9/21 干したのは 絵本 森枝卓士 フレーベル館 10

さがしてごらん森のかくれんぼ 絵本 伊地知英信 あやね書店 5

2018/10/12 みっつのねがい(エストニア昔話) 絵本 ピレットラウド 〃 まえざわあきえ 福音館書店 10

食べ物クイズ 絵本 ワンステップ編 金の星社 5

2018/11/9 やっぱりたまごねえちゃん 絵本 あきやまただし すずき出版 6

しのちゃんと４ひきのともだち 絵本 織蔵恭子 〃 岩崎書店 6

2018/12/14 賢者のおくりもの 絵本 オーヘンリー 金の星社

犬とその影、うさぎとかめ、ライオンとネズミ 絵本 イソップ、いまいあやの BL出版

2019/1/25 とりかえっこ 絵本 さとうわきこ ポプラ社

まよなかのもりで 絵本 ドロテ・ド・モンフレッド ほるぷ出版

中をそうぞうしてみてよ 絵本 佐藤雅彦 福音館書店

2019/2/15 シカクさん 絵本 マックバーネット クレヨンハウス

かわうそ３きょうだい 絵本 あべ弘士 小峰書店

2019/3/1 あめあがり 絵本 きむらゆういち 小峰書店

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

３－２ 2018/5/25 やまのディスコ 絵本 スズキコージ 〃 架空社 7

たびはみちづれ 絵本 五味太郎 クレヨンハウス 2

でっこりぼっこり 絵本 高畠那生 絵本館 5

2018/6/22 はだかの王さま 絵本 アンデルセン Ｃｏｌｏｂｏｋｌｅ ブロンズ新社

イソップ(狐とコウノトリ犬とその陰) 絵本

2018/7/13 メチャクサ 絵本 ジョナサンアレン 岩城敏之 アスラン書房 7

とんでもない 絵本 鈴木のりたけ アリス館 8

2018/9/21 しりながら 絵本 渋谷勲 福田庄助 童心社 6

2018/10/12 やっぱりたまごねえちゃん 絵本 あきやまただし すずき出版 6

しのちゃんと４ひきのともだち 絵本 織蔵恭子 〃 岩崎書店 6

2018/11/9 はがぬけた 絵本 中川ひろたか 大島妙子 岩崎書店 4

あつさのせい？ 絵本 ｽｽﾞｷﾕｰｼﾞ 福音館書店 4

くじらだ！ 絵本 五味太郎 岩崎書店 3

2018/12/14 てぶくろをかいに 紙芝居 堀尾青史 童心社

てぶくろ 絵本 ウクライナ民話 福音館書店

こまどりのクリスマス 絵本 スコットランド民話 福音館書店

2019/1/25 こんな日だってあるさ 絵本 パトリシア・ライリイ・ギフ 童話館出版

かいじゅうごろごろ 絵本 木曽秀夫 サンリード

ヒトニツイテ 絵本 五味太郎 架空社

2019/2/15 おにのサラリーマン 絵本 富安陽子 福音館書店

いるのいないの 絵本 京極夏彦 岩崎書店

2019/3/1 森の戦士ボノロン 他 北原星望 ノーススターズピクチャーズ

だるまさんの 絵本 かがくいひろし ブロンズ新社
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３－３ 2018/5/25 やどかりのおひっこし 絵本 エリックカール もりひさし 偕成社

おべんとうばこあけたらね 絵本 松田奈那子 ほるぷ出版

ぜっこう 絵本 柴田愛子 伊藤秀男

10っぴきのかえる 絵本 間所ひさこ 仲川道子

おおきくなるっていうことは

2018/6/22 こんとあき 絵本 林明子 福音館書店 10

ねえ、どれがいい？ 絵本 ジョン・バーニンガム まつかわまゆみ 評論社 5

2018/7/13 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

めっきらもっきらどおんどん 絵本 長谷川摂子 ふりやなな 福音館書店 7

2018/9/21 雨の日のふたり 絵本 とりごえまり 3

ともだち 絵本 谷川俊太郎 3

2018/10/12 だるまのまーくんとはいたのおばけ 絵本 小沢正 片山健 ポプラ社 10

ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版 5

さつまのおいも 絵本 中川ひろたか 村上康成 童心社 3

2018/11/9 おおきなきがほしい 絵本 さとうさとこ むらかみつとむ 偕成社 13

おににさらわれたあねご 絵本 水谷章三 須々木博 童心社 5

2018/12/14 ちいさなちいさなサンタクロース 絵本 フィリップラコワン

ちいさいおうち 紙芝居 古井英子 童心社

2019/1/25 やさいのおなか 絵本 きうちかつ

イソップ物語 絵本 いまいあやの BL出版

ｳｪﾝ王子とトラ 絵本 チェンジャンホン 徳間書店

2019/2/15 なりました 絵本 内田麟太郎 すずき出版

なんでもだっこ 絵本 スコット・キャンベル 評論社

ねえ、ほんよんで！ 絵本 レイン・マーロウ

2019/3/1 もももすももも 絵本 新井洋行 講談社

なわとびしましょ 絵本 長谷川義史 復刻ドットコム

あなのなかのライオン 紙芝居 関七美 教育画劇

３－４ 2018/5/25 やどかりのおひっこし 絵本 エリックカール もりひさし 偕成社

おべんとうばこあけたらね 絵本 松田奈那子 ほるぷ出版

ぜっこう 絵本 柴田愛子 伊藤秀男

10っぴきのかえる 絵本 間所ひさこ 仲川道子

おおきくなるっていうことは

2018/6/22 じしんのえほんこんなときどうするの？ 絵本 岡崎信江 福田岩緒 ポプラ社 8

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 7

2018/7/13 どうするジョージ！ 絵本 クリスホートン 木坂涼 3

ちかしつのなかで 絵本 横須賀香 6

その気になった 絵本 五味太郎 5

2018/9/21 忍者にんにく丸 絵本 川端誠 BL出版 8

トンボしょうねん 絵本 石亀康郎 福音館書店 2

2018/10/12 ｳｪﾝ王子とトラ 絵本 チェンシーンホン 平岡敦 8

イソップライオンとネズミ 絵本 イソップ いまいあやの いまいあやの BL出版 1

イソップ犬とその影 絵本 イソップ いまいあやの いまいあやの BL出版 1

2018/11/9 へっぷりむすこ 絵本 ふじかおる 梶山俊夫 童心社 10

しろいうさぎとくろいうさぎ 絵本 ガースウィリアムズ まつおかきょうこ 5

2018/12/14 しんせつなともだち 絵本 方 村山知義 福音館書店

大きなクマさんと小さなヤマネくん 絵本 ふくざわゆみこ 福音館書店

2019/1/25 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

2019/2/15 おべんとうしろくま 絵本 柴田ケイコ ＰＨＰ研究所

かえるをのんだととさん 絵本 日野十成 福音館書店
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2019/3/1 いなばのしろうさぎ 絵本 むかしばなし 金の星社

きつねとぶどう 絵本 坪内譲治 金の星社

ウシとカエル 絵本 イソップ物語 BL出版

ぼちぼちいこか 絵本 マイクセイラー 偕成社


