
クラス 年月日 題名 絵本・紙芝居・他 作者 絵 訳 出版 所要時間(分)

４－１ 2018/5/18 ぼうしとったら 絵本 tuperatupera 学研プラス 4

ロバのシルベスターとまほうのこいし 絵本 ウィリアム・スタイグ せたていじ 評論社 12

2018/6/8 もくもくやかん 絵本 かがくいひろし 講談社 3

旅するベッド 絵本 ジョン・バーニンガム 長田弘 ほるぷ出版 12

2018/9/14 メアリースミス 絵本 アンドレアコーレン 光村教育図書 6

ぶつくさモンターレさん 絵本 サトミン ＰＨＰ研究所 6

2018/10/26 はなたれこぞうさま 絵本 安田浩 若菜珪 教育画劇 6

へびのみこんだなにのみこんだ 絵本 tuperatupera えほんの社 3

2018/11/16 バスがきました 絵本 谷川晃一 毎日新聞社 4

たこやきかぞく 絵本 にしもとやすこ 講談社 6

2018/12/7 となかいはなぜサンタのそりをひく 絵本 M.プライス 岩崎書店

あくたれラルフのクリスマス 絵本 ジャックガントス ＰＨＰ研究所

2019/1/11 おもちのきもち 絵本 かがくいひろし

ゆき 絵本 ユリシュルヴィッツ

ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから

2019/2/8 世界のどうぶつ絵本 絵本 ソフィー・ヘン

まくらのせんにんそこのあなたの巻 絵本 かがくいひろし

2019/3/8 おこだでませんように 絵本 くすのきしげのり 小学館

ええたまいっちょう 絵本 くすのきしげのり 小学館

４－２ 2018/5/18 かようびのよる 絵本 デビィット・ｳｨｽﾞﾅｰ 徳間書店

もうちょっともうちょっと 絵本 高畠純 福音館書店

くわず女房 絵本 松谷みよ子 童心社

2018/6/8 おとうさんの地図 絵本 ユリシュルヴィッツ さくまゆみこ あすなろ文庫

あもいのたけ 絵本 きむらゆういち 田島征三 えほんの社

ぼくがラーメンたべてるとき 絵本 長谷川義史 教育画劇

2018/9/14 せかいいちうつくしいぼくの村 絵本 小林豊 ポプラ社

わたしのいちばんあのこの１ばん 絵本 アリソンウオルチ パトリスバートン 薫くみこ

2018/10/26 ともだちやもんな・ぼくら 絵本 くすのきしげのり 福田岩緒 えほんの社 10

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 7

2018/11/16 ウミガメものがたり 絵本 鈴木まもる 〃 童心社

ケルンのこびと 絵本 アウグストコーピッシュ ゲアハルト ささきたづこ ほるぷ出版

オムライスヘイ！ 絵本 武田美穂 ほるぷ出版

2018/12/7 ないしょのかくれんぼ 絵本 ビバリードノフリオ ほるぷ出版

ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版

2019/1/11 えぞふくろうふぶきをのりこえて 絵本 手島圭三郎 絵本塾

ミカちゃんのひだりて 絵本 中川洋典 ひかりのくに

きのうをみつけたい 絵本 アリソンジュイ 徳間書店

2019/2/8 てつぞうはね 絵本 ミロコマ ブロンズ新社

プチ哲学 絵本 佐藤雅彦 マガジンハウス

オオカミがとぶ日 絵本 かがくいひろし イーストプレス

2019/3/8 てんぐ 絵本 杉山亮 ポプラ社

このあしだあれ？ 絵本 ネイチャーサイエンス 河出書房

べべべんべんとう 絵本 さいとうしのぶ 教育画劇



クラス 年月日 題名 絵本・紙芝居・他 作者 絵 訳 出版 所要時間(分)

４－３ 2018/5/18 かっぱのでがみ 絵本 さねとうあきら かたやまけん 教育画劇

とらばあちんいのうめしごと 絵本 いちがわけいこ 垂石眞子 アリス館

ひともじえほん 絵本 こんどうりょうへい かきのはらまさひろ 福音館書店

2018/6/8 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 5

ゾウの長い鼻には驚きの訳がある 絵本 山本省三 喜多村武 くもん出版 5

2018/9/14 七どぎつね 絵本 桂文我 渡辺有一 童心社 13

2018/10/26 たいせつなてがみ 絵本 マックスベルジュイス のざかえつこ 5

はちかつぎ 絵本 木村次郎 池田仙三郎 童心社 8

2018/11/16 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

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

2018/12/7 シロクマのしゅくだい 絵本 ティラヒーダー 絵本塾出版

だれのものでもない岩鼻の灯台 絵本 山下明夫 絵本塾出版

2019/1/11 ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版

みどりの目 絵本 エイヴバーンバウム 童話館出版

2019/2/8 とのさまからもらったごほうび 紙芝居 山路愛子 童心社

すばらしいみんな 絵本 アーサービナード 岩崎書店

2019/3/8 ないしょのかくれんぼ 絵本 ビバリードノフリオ ほるぷ出版

ぐりとぐらの１ねんかん 絵本 なかがわりえこ 福音館書店

４－４ 2018/5/18 あさえとちいさいいもうと 絵本 筒井頼子 林明子 福音館書店 7

ローレンチャイルド 木坂涼 フレーベル館 7

2018/6/8 オオカミがとぶひ ミロコマチコ 〃 (株)イーストプレス 5

ともだちやもんな・ぼくら くすのきしげのり 福田岩緒 えほんの社 10

2018/9/14 たいふう 絵本 野中勇作 根本順吉 福音館書店 5

ぼくのジイちゃん 絵本 くすのきしげのり 吉田尚令 佼成出版 7

2018/10/26 おそらにはてなあるの？ 絵本 佐治晴夫 井沢洋二 福音館書店 5

ふくろにいれられたおとこのこ 絵本 フランス民話 堀内誠一 山口智子 福音館書店 5

みなみのしまのウッチャチャ 絵本 おおともやすお 福音館書店 5

2018/11/16 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 7

ないしょのかくれんぼ 絵本 ビバリードノフリオ バーバラマクリトック 福本友美子 ほるぷ出版 8

2018/12/7 しげちゃん 絵本 室井滋 金の星社

アストンの石 絵本 ロッタ・ゲッフェンブラート 小峰書店

ぜったいたべないからね 絵本 ローレンチャイルド フレーベル館

2019/1/11 おばさんとマリーちゃん 絵本 織茂恭子 福音館書店

どんなにきみがすきだかあててごらん 絵本 サム・マクグラットニー 評論社

2019/2/8 なりました 絵本 内田麟太郎 すずき出版

ねえ、ほんよんで 絵本 レインマーロウ

なんでもだっこ 絵本 スコットキャンベル 評論社

2019/3/8 みっつのねがい 絵本 ピレット・ラウド 福音館書店

おばあちゃんのことばのまほう 絵本 漆原智良 アリス館


