
クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

２－１ 2019/7/12 あさになったのでまどをあけますよ 絵本 荒井良二 偕成社

バナナじけん 絵本 高畠那生 BL出版

ぼちぼちいこか 絵本 マイクセイラー 偕成社

2019/9/27 ぼちぼちいこか 絵本 マイクセイラー BL出版

ライオンをかくすには 絵本 ヘレン・スティーブンス ブロンズ新社

ぼくとじいちゃんのハンバーグ 絵本 吉村健二 フレーベル館

2019/10/25 ハローウィン 絵本 デーヴ・ビルキー アスラン書房

カどこいった 絵本 鈴木のりたか 小学館

2019/11/22 やじるし 絵本 蓮見絵里子 蓮見絵里子 写真　蓮見智幸 福音館書店

マッチうりのしょうじょ 絵本 アンデルセン 藤沢友一 脚本　川崎大治

ものすごくおおきなプリンのうえで 絵本 二宮由紀子 中新井純子 教育画劇

2019/12/13 ノトメルンのふえふき　前後 紙芝居 童心社

せいのはっけん 絵本 鈴木康弘 福音館書店

2020/1/31 みかん 絵本 中島睦子 福音館書店

いなばのしろうさぎ 絵本 （脚本）堀尾青史 中尾彰 童心社

2020/2/7 パンダ銭湯 絵本 tupera tupera 絵本館

なまえのないねこ 絵本 竹下文子 町田尚子 小峰書店

めんたべよう！ 絵本 小西英子 福音館書店

２－２ 2019/6/28 ふえたふえた 絵本 またきけいこ

かさどろぼう 絵本 シビルウェッタシンハ

2019/7/12 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

あおくんときいろちゃん 絵本 レオレオニ 至光社

2019/9/27 ぐりとぐらとすみれちゃん 絵本 なかがわりえこ 福音館

さんまいのおふだ 絵本 木暮正夫

2019/10/25 クマと森のピアノ 絵本 ディヴィット・リッチフィールド ポプラ社

どくろじまのたからさがし 絵本 マーチン・テイラー 大日本図書

2019/11/22 まさかのさかさま 絵本 伊藤文人 伊藤文人 新風舎

ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ 絵本 クリスウォーメル クリスウォーメル 吉上恭太

イソップ物語・犬とその影・ライオンとネズミ 絵本 BL出版

2019/12/13 サンタのトナカイが行けなくなったクリスマス 絵本 シド・オック たにかわともこ 新世研

ともだちタワー 絵本 ケルステイン・シェーネ ケルステイン・シェーネ 佐藤淑子

2020/1/31 ゆきのけっしょう 絵本 小杉みのり （写真監修）武田康男 岩崎書店

ゆきまくり 絵本 野坂勇作 福音館書店

いたいのいたいのとんでゆけ 絵本 新井悦子 野村たかあき すずき出版

2020/2/7 おにはそと！ふくはうち！ 絵本 いもとようこ いもとようこ 金の星社

わたしのおひなさま 絵本 内田麟太郎 山本　孝 岩崎書店

２－３ 2019/7/12 ともだちになって 絵本 まつおかたつひで ポプラ社

とうめいにんげんのしょくじ 絵本 塚本やすし ポプラ社

おけやの２んのぼり 絵本 二俣英五郎 童心社

2019/9/27 いいものみつけた 絵本 DabizMolinen

へんしんするゆび 絵本 宇田敦子 福音館

おならまんざい 絵本 長谷川義史 小学館

2019/10/25 ももたろう 絵本 さねとうあきら 童心社

おにぎりやタコジロー 絵本 山崎克己 佼成出版

2019/11/22 力どこにいった 絵本 鈴木のりたけ 鈴木のりたけ 小学館

秋は林をぬけて 絵本 小泉るみ子 小泉るみ子 ポプラ社

2019/12/13 （四季のえほん）ふゆですよ 絵本 柴田晋吾 降矢なな

はっけよいのびんぼうがみ 絵本 松谷みよ子 長野ヒデ子

どうぶつまぜこぜあそび 絵本 サトシン ドーリー

2020/1/31 ぼくのともだちになって 絵本 エリックカール

ねずみのよめいり 絵本 おざわさとし かないだえつこ

2020/2/7 おならをならしたい 絵本 鈴木のりたけ 小学館



クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

２－４ 2019/7/12 おばけのブルン 絵本 かわかみたかこ フレーベル館

おしいれじいさん 絵本 尾崎玄一郎 福音館書店

おばけのきもだめし 絵本 内田麟太郎 岩崎書店

2019/9/27 ハロウィン 絵本 デーヴ・ビルキー

カどこいった 絵本 鈴木のりたか 小学館

2019/10/25 コウモリのルーファスくん 絵本 トミ・ウンゲラー BL出版

しゃっくりがいこつ 絵本 マージェリー・カイラー らんか社

おおきなかぼちゃ 絵本 エリカ・シルバーマン 主婦の友社

2019/11/22 なんてすてきな日 絵本 アンドレ･ﾀﾞｰﾊﾝ 角田光代 BookPookA

はじめてのおつかい 絵本 筒井頼子 林明子

2019/12/13 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

ぜったいたべないからね 絵本 ローレンチャイルド 木坂涼 フレーベル館

2020/1/31 よかったねネッドくん 絵本 レミー・シャーリップ レミー・シャーリップ やぎたよしこ 偕成社

うるさいアパート 絵本 マック・バーネット ブライアン・ビッグス 椎名かおる あすなろ書房

おばあさんのすぷーん 絵本 神沢利子 富山妙子 こどものとも

2020/2/7 ふしぎなでまえ 絵本 かがくいひろし かがくいひろし 講談社

へびのみこんだ、なにのみこんだ？ 絵本 tupera tupera tupera tupera えほんの杜

はなくそ 絵本 アランメッツ アランメッツ パロル舎


