
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)

６－１ 2018/5/18 ええたまいっちょう 絵本 くすのきしげのり 吉尚令 岩崎書店 7

イソップ物語犬とその陰ライオンとネズミ 絵本 いまいあやの 〃 BL出版 5

2018/6/8 これなんてよむ？ 絵本 すなやまえみこ ポトス出版

ひこいちどんのかさやさん 紙芝居 水谷章三 童心社

あおのじかん 絵本 イザベルシルベール 石津ちひろ 岩波書店

2018/9/14 えほん寄席「牛ほめ」 絵本 小学館 10

ぼちぼちいこか 絵本 マイクセイラー ロバートグロスマン いまえよしとも 偕成社 5

2018/10/26 コップを割ったねずみくん 絵本 なかえよしお 上野紀子

さんまいのおふだ 絵本 千葉幹夫 早川純子 小学館

ちょっといれて 絵本 偕成社

2018/11/16 葉っぱのフレディ 絵本 レオバスカーリア 童話屋 10

たからさがし 絵本 なかがわりえこ 福音館書店

2019/1/11 百人一首 絵本 吉海直人

おにのおめん 絵本 川端誠 クレヨンハウス

2019/2/8 ねこのけいさん 絵本 浅沼とおる フレーベル館

すてきなロウソク 絵本 長田真作 共和国

６－２ 2018/5/18 ぜっこう 絵本 柴田愛子 伊藤秀男

ねずみくんとおてがみ なかえよしお 上野紀子

手ぶくろを買いに 絵本 新美南吉 黒井健

2018/6/8 一休さん 絵本 杉山亮 長野ヒデ子

かわいそうなぞう 紙芝居

すてきなぼうしやさん 絵本 ますだゆうこ 市居みか

2018/9/14 絵本

2018/10/26 アレクサンダとぜんまいねずみ 絵本 レオレオニ 谷川俊太郎 好学舎 10

せかいかえるかいぎ 絵本 近藤薫美子 5

2018/11/16 シロクマの宿題 絵本 ティラヒーダー 石津ちひろ 絵本塾出版 7

だれものでもない岩鼻の灯台 絵本 山下明生 町田尚子 7

2019/1/11 かさじぞう 絵本 長崎源之助 教育画劇

津波いなむらの火 絵本 小泉八雲

2019/2/8 かえるをのんだととさん 絵本 日野十成 福音館書店

うしはどこでも「もー」 絵本 エレンスラスキー すずき出版

あなの中のライオン 絵本 関七美 教育画劇

2019/3/8 ずっとずっとだいすきだよ 絵本 久山太市

ときそば 絵本 川端誠

６－３ 2018/5/18 オオカミのおうさま 絵本 きむらゆういち 田島征三 偕成社 5

たびはみちづれ 絵本 五味太郎 クレヨンハウス 2

2018/6/8 おとうさんのちず 絵本 ユリシュルヴィッツ さくまゆみこ あすなろ書店 5

しにがみさん 絵本 野村たかあき 教育画劇 11

2018/9/14 じごくのそうべえ 絵本 たじまゆきひこ 童心社 10

2018/10/26 しばはま 絵本 野村たかあき 教育画劇 16

2018/11/16 おおきな木がほしい 絵本 さとうさとる むらかみつとむ 偕成社 15

2018/12/7 ないたあかおに 紙芝居 濱田廣介 童心社

ぼくのにゃんた 絵本 鈴木康広 ブロンズ新社

2019/1/11 そらからきたこいし 絵本 しおたにまみこ 偕成社

いのちの木 絵本 ブリッタ・ラッケントラップ

2019/2/8 二番目の悪者 絵本 林木林 小さい書房

2019/3/8 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 ルイアームストロング 岩崎書店



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)

６－４ 2018/5/18 オオカミのおうさま 絵本 きむらゆういち 田島征三 偕成社 5

たびはみちづれ 絵本 五味太郎 クレヨンハウス 2

2018/6/8 うしはどこでも「もー」 絵本 エレンスラスキー ケネスアンダーソン 桂かい枝 すずき出版 3

すいどう 百木一朗 かがくのとも 4

給食番長 絵本 よしながこうた 長崎出版 5

2018/9/14 てんぐとかっぱとかみなりどん 絵本 かこさとし 二俣英五郎 8

かさぶたくん 絵本 やぎゅうげんいちろう 7

2018/10/26 しろひげパチリくろひげパチリ 絵本 川村ゆう 梶山俊夫 15

2018/11/16 らくごえほんしにがみさん 絵本 野村たかあき 教育画劇 10

ぼくだけのこと 絵本 森絵都 スギヤマカナヨ 理論社 5

2018/12/7 とらねこさんおはいんなさい 絵本 山脇恭 偕成社

どろぼうがないた 絵本 杉川としひろ 冨山房

2019/1/11 そらからきたこいし 絵本 しおたにまみこ 偕成社

いのちの木 絵本 ブリッタ・ラッケントラップ

2019/3/8 いっぽんの木のそばで 絵本 Gブライアンカラス BL出版

だいじょうぶだいじょうぶ 絵本 いとうひろし 講談社


