
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 2019/6/21 かたあしだちょうのエルフ 絵本 おのき　かく ポプラ社

まどからおくりもの 絵本 五味太郎 偕成社

2019/7/5 にじいろのさかな 絵本 マーカスフィスター 講談社

すいとんさん 絵本 日野十成 福音館書店

からだのみなさん 絵本 五味太郎 福音館書店

2019/9/13 ぼくはモンスターのとこやさん 絵本 マシュー・マケリコット 徳間書店

あたまにカキの木 絵本 藤田勝治 童心社

はやくあいたいな 絵本 五味太郎 絵本館

2019/10/11 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

だいふくもち 絵本 田島征三 こどものとも

2019/11/8 ももたろう 紙芝居 童心社 石倉欣二 脚本さねとうあきら 童心社

りんごがたべたいねずみくん 絵本 なかえよしを 上野紀子 ポプラ社

このすしなあに 絵本 塚本やすし 塚本やすし ポプラ社

2019/12/6 ももたろう 絵本 市川恒子 長谷川義史 ノト学館

ともだちタワー 絵本 ケルスティン・エコ・ラト ケルスティン・シコーネ 佐藤淑子

３－２ 2019/6/21 かたあしだちょうのエルフ 絵本 おのき　かく ポプラ社

まどからおくりもの 絵本 五味太郎 偕成社

2019/7/5 はずかしがりやのミリアム 絵本 ロールモンブル ひさかたチャイルド

ぐりとぐら 絵本 なかがわりえこ 福音館書店

2019/9/13 やっぱりたまごねえちゃん 絵本 あきやまただし

めっきらもっきらどおんどん 絵本 長谷川摂子

2019/10/11 としおくんむし 絵本 ねじめ正一 精興社

おばけだじょ 絵本 tuperatupera 図書印刷

2019/11/8 ふるやのもり 絵本 小池タミ子 渡辺三郎 チャイルド本社

ふまんがあります 絵本 ヨシタケシンスケ PHP

2019/12/6 おばあちゃんのほしがき 絵本 浜田桂子 かがくのとも福音館書店

ペンギンホテル 絵本 牛窪良太 アリス館

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 佼成出版社

2020/1/24 おこだでませんように 絵本 くすのきしげのり 石井聖岳 小学館

ええたまいっちょう 絵本 くすのきしげのり 石井聖岳 岩崎書店

３－３ 2019/6/21 ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版

ぼくのサイ 絵本 ジョンエイジー 光村教育図書

はしをつくる 絵本 ライアンアンハンター ほるぷ出版

2019/7/5 ぼく、あめふりお 絵本 大森裕子 教育画劇

おばけのきもだめし 絵本 内田麟太郎 岩崎書店

2019/9/13 きになる 絵本 おおなり修司 絵本館

わらしべちょうじゃ 絵本 さいごうたけひこ ポプラ社

3匹のこぶたと4匹のこぶた 絵本 きしらまゆこ 教育画劇

2019/10/11 かぶとむしランドセル 絵本 ふくべあきひろ ＰＨＰ研究所

ネコヅメのよる 絵本 町田尚子 WAVE出版

2019/11/8 さつまのおいも 絵本 中川ひろたか 村上康成 童心社

まどのむこうのくだものなあに？ 絵本 荒井真紀 福音館

やきざかなののろい 絵本 塚本やすし 上野紀子 ポプラ社

たべられたやまんば 紙芝居 松谷みよ子 二俣英五郎 童心社

2019/12/6 おおきいツリーちいさいツリー 絵本 ロバート・バリー ロバート・バリー 光吉夏弥 大日本図書

クリスマスだよ。ディビット 絵本 ディビッド・シャノン ディビッド・シャノン 小川仁央 児童図書館

2020/1/24 おならまんざい 絵本 長谷川義史 小学館

ダイアンフォックス

クリスチャンフォックス

３－４ 2019/6/21 おやゆびひめ 絵本 アンデルセン 岩波書店

2019/7/5 １００万回生きたねこ 絵本 佐野洋子 講談社

BL出版
にゃんことわんことあかずきんちゃ
んとびっくりたまごとおおかみ、そ
んでもっておばあちゃんのタンス

あおきひろえ
と長谷川義史

絵本
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2019/9/13 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

ふたりはいつもアイスクリーム 絵本 アーノルドローベル 文化出版局

2019/10/11 ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版

ちきゅう 絵本 Gブライアンカラス 偕成社

せみくんいよいよこんやです 絵本 工藤ノリコ 教育画劇

2019/11/8 せかいをみにいったアヒル 絵本 マーガレットワイズブラウン （写真）イーラ ふしみみさを 徳間書館

みにくいあひるのこ 絵本 アンデルセン 松成真理子 童心社

2019/12/6 たからさがし 絵本 福音館

おいもころころ 絵本 いもとようこ いもとようこ 金の星社

しろねこしろちゃん 絵本 こどものとも

2020/1/24 メガネをかけたら 絵本 くすのきしげのり たるいしまこ 小学館

すごいねみんなの通学路 絵本 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ・マカーニー 西田　佳子 西村書店


