
クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

１－１ 2019/6/21 じめんのしたにはなにがある 絵本 中川ひろたか 難波製本

2019/7/5 みたいみたいみてみたい 絵本 いしばしひろやす 扶桑社

どしゃぶり 絵本 おーなり由子 講談社

こんたのおつかい 絵本 田中友佳子 徳間書店

2019/10/11 とりかえっこ 絵本 さとうわきこ

ちびゴリラのちびちび 絵本 ルース・ボーンスタイン

まよなかのもりで 絵本 ドノテ・ド・モンフレッド

2019/11/8 しろねこしろちゃん 絵本 森　佐智子

たからさがし 絵本 中川りえこ

ちいさなクレヨン 絵本 篠塚かをり 安井　淡

いいこってどんなこ 絵本 ジーンモデシット ロビンｽﾎﾟﾜｰﾄ もきかずこ

2019/12/6 ねずみのいもほり 大型絵本 山下明生 いわむらかずお チャイルド本社

クリスマスのおきゃくさま 絵本 武鹿悦子 中村景児 佼成出版社

クリスマスのおくりもの 絵本 ジョン･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ 長田　弘 ほるふ出版

2020/1/24 ね、ぼくのともだちになって！ 絵本 エリックカール エリックカール 偕成社

えさのじかんだよ 絵本 軽部武宏 椎名麻美 小学館

１－２ 2019/6/21 おばけのてんぷら 絵本 せなけいこ ポプラ社

ばったのぴょこちゃん 絵本 髙家博成 童心社

もっともっとよかったね 絵本 矢崎節夫

2019/9/13 へんしんとびばこ 絵本 あきやまただし 金の星社

いもいもほりほり 絵本 西村敏雄 講談社

おいもころころ 絵本 いもとようこ 金の星社

2019/10/11 ハロウィン 絵本 デーヴ・ビルキー

カどこいった 絵本 鈴木のりたけ 図書印刷

2019/11/8 りゆうがあります 絵本 ヨシタケシンスケ ヨシタケシンスケ ＰＨＰ

がまんのケーキ 絵本 かがくいひろし かがくいひろし 教育画劇

もりいちばんのおともだち 絵本 ふくざわゆみこ ふくざわゆみこ 福音館書店

2019/12/6 ほんとうはなかよし 絵本 ローレンチャイルド いわむらかずお 明橋大二 一万年堂出版

ぼくだけのこと 絵本 森　絵都 スギヤマカナヨ 偕成社

2020/1/24 おにのおにいさん 絵本 さいとうしのぶ ひさかたチャイルド 偕成社

にぎやかなおでん 絵本 犬飼由美恵 出口かずみ 教育画劇 小学館

さるのてぶくろ 絵本 花岡大学 野村たかあき すずき出版

１－３ 2019/6/21 おいしそうなしろくま 絵本 柴田ケイコ ＰＨＰ研究所

おおきくなるっていうことは 絵本 中川ひろたか 童心社

2019/7/5 まあちゃんのながいかみ 絵本 たかどのほうこ こどものとも傑作集

アイスクリーム 絵本 ｱｰﾉﾙﾄﾞﾉｰﾍﾞﾙ 分か出版局

2019/9/13 カどこいった 絵本 鈴木のりたけ 小学館

秋は林をぬけて 絵本 小泉るみ子 ポプラ社

2019/10/11 はやくあいたいな 絵本 五味太郎 絵本館

しゃっくりがいこつ 絵本 マージェリー・カイラー セーラー出版

あたまにカキの木 絵本 藤田勝治 童心社

2019/11/8 はだかのおうじさま 絵本 くすのきしげのり 澤野秋文 ファーブル館

でてくるでてくる 絵本 岩田明子 ひかりのくに

2019/12/6 どうぶつまぜこぜ 絵本 サトシン ドーリー そうえん社

サンタクロースのそりにのって 絵本 松岡　節 広野多柯子 ひかりのくに

2020/1/24 いいこってどんなこ 絵本 ジーンモデシット ロビンｽﾎﾟﾜｰﾄ

いいからいいから 絵本 長谷川義史

１１ぴきのねこふくろのなか 絵本 馬場のぼる こぐま社

１－４ 2019/6/21 どしゃぶり 絵本 おーなり由子 講談社

そーっとそーっとひらいてみよう 絵本 ニックブロムリー WAVE出版

あっかんべろーん 絵本 きむらゆういち 小学館

2019/7/5 シカクさん 絵本 マックバーネット クレヨンハウス



クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

なつのおとずれ 絵本 かがくいひろし ＰＨＰ研究所

2019/9/13 ブルドックたんていときえたほし 絵本 谷口とものり 文溪堂

おばけのがっこう 絵本 デヴィット・ロバーツ 大日本絵画

2019/10/11 かぜビューン 絵本 tupratupra Gakken

へんしんバス 絵本 あきやまただし 金の星社

かえりみち 紙芝居 あまんきみこ 童心社

おべんとうばこのうえ 絵本 さいとうしのぶ ひさかたチャイルド

おいもころころ 絵本 いもとようこ 金の星社

2019/11/8 とんでもない 絵本 鈴木のりたけ 鈴木のりたけ アリス館

おしっこちょっぴりもれたろう 絵本 ヨシタケシンスケ ヨシタケシンスケ ＰＨＰ研究所

2019/12/6 わたしのわごむはわたさない 絵本 ヨシタケシンスケ ヨシタケシンスケ ＰＨＰ研究所

てぶくろ 紙芝居 ウクライナ民話 箕田美子 堀尾青史 童心社

おとうとねずみチロはげんき 絵本 森山　京 門田律子 講談社

2020/1/24 へんてこおじさん 絵本 前川かずお 前川かずお 童心社

おたすけおばけ 絵本 ひらのゆきこ ひらのゆきこ ひかりのくに

１－５ 2019/6/21 ものしり五郎丸 絵本 にしむらかえ 文溪堂

へんしんするゆび 絵本 宇田敦子 福音館書店

2019/7/5 じめんのしたにはなにがある 絵本 中川ひろたか アリス館

ごはんのじゅん 絵本 レベソカコッグ ポプラ社

2019/9/13 はらぺこさん 絵本 やぎゅうげんいちろう 福音館書店

どんなにきみがすきだかあててごらん 絵本 Sﾏｸｸﾞﾗｯﾄﾆｨ 評論社

カレーライス 絵本 小西英子 福音館書店

2019/10/11 はなくそ 絵本 ブラン・メッツ パロル舎

イソップ物語（ライオンとネズミ） 絵本 いまいあやの BL出版

イソップ物語（うさぎとかめ他） 絵本 いまいあやの BL出版

2019/11/8 おにぎり 絵本 平山英三 平山和子 福音館書店

どんぐり 絵本 エドワードギブス 谷川俊太郎 光村教育図書

あーといってよあー 絵本 小野寺悦子 堀川理下子 福音館書店

2019/12/6 ありがとう　どういたしまして 絵本 ルイス　スロボドキン わたなべしげお

ふまんがあります 絵本 ヨシタケシンスケ

2020/1/24 おもちのきもち 絵本 かがくいひろし かがくいひろし 講談社

くまのコールテンくん 絵本 ﾄﾞﾝ・フリードマン ﾄﾞﾝ・フリードマン まつおかきょうこ 偕成社

わたしのわごむはわたさない 絵本 ヨシタケシンスケ ヨシタケシンスケ PHP


