
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 2019/6/28 おにのサラリーマン 絵本 富安陽子 福音館書店

あずきとぎ 絵本 京極夏彦 岩崎書店

2019/7/12 ふまんがあります 絵本 ヨシタケシンスケ

ありがとう・・・どういたしまして 絵本 ルイス・スロボドキン

2019/9/27 シニガミさん落語 絵本 柳家小三治

綱渡りの男 絵本 モーティカイカースティン 小峰書店

2019/10/25 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

いたずらこねこ 絵本 ハーナディンクック 福音館

2019/11/22 １４ひきのさむいふゆ 絵本 いわむらかずお いわむらかずお 童心社

それしかないわけないでしょう 絵本 ヨシタケシンスケ ヨシタケシンスケ

2019/12/13 こいぬがうまれるよ 絵本 ジョアンナ・コール ジェローム・ウェクスラー つぼいいくみ 福音館

のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト 絵本 三輪一雄 三輪一雄 偕成社

パイルドライバー 絵本 長谷川集平 長谷川集平 復刊ドットコム

2020/1/31 じごくのそうべえ 絵本 たじまゆきひこ たじまゆきひこ 童心社

はなくそ 絵本 アランメッツ アランメッツ ふしみみさお パロル舎

2020/2/7 本屋のラク 絵本 くどうかずし やまぐち　ぴこ 出版ワークス

きのうをみつけたい！ 絵本 アリソン・ジェイ アリソン・ジェイ 蜂　飼耳 徳間書店

４－２ 2019/6/28 きらいさきらい 絵本 中川ひろたか 理論社

１つぶのおこめ 絵本 デミ 光村教育図書

2019/7/12 これはのみのぴこ 絵本 谷川俊太郎 サンリード

みんな星のかけらから 絵本 ジーンウィリス ブルーベル館

2019/9/27 せきらんうんのいっしょう 絵本 荒木健太郎 ジャムハウス

寿限無 絵本 斉藤　考 ぽるぷ出版

おおきな木 絵本 シェルシルヴァスタイン あすなろ書房

となりのたぬき 絵本 せなけいこ すずき出版

2019/10/25 はだかのおうさま 絵本 くすのきしげのり フレーベル館

空からのぞいた桃太郎 絵本 影山徹 岩崎書店

2019/11/22
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
のダンス

絵本
ダイアン＆クリスチャ
ン・フォックス

おおきひろえと長谷
川義史 BL出版

それしかないわけないでしょう 絵本 おおなり修司 高畠　純 絵本館

2019/12/13 賢者のおくりもの 絵本 オーヘンリー いもとようこ いもとようこ 金の星社

イソップ物語　・らいおんとねずみ

・犬とその影・キツネとコウノトリ

2020/1/31 ツリーハウスがほしいなら 絵本 カーターヒギンズ エミリーヒューズ 千葉茂樹

おなじ月をみて 絵本 ジミーリャオ ジミーリャオ 天野健太郎 ブロンズ新社

2020/2/7 うそみーるめがね 絵本 いわむらかずお いわむらかずお 復刊ドットコム

海のおっちゃんになったぼく 絵本 なみかわみさき 黒井　健 クレヨンハウス

どこいったん 絵本 ジョンクラッセン ジョンクラッセン 長谷川義史

４－３ 2019/6/28 ならしりとり 絵本 峠兵太 佼成出版

2019/7/12 ばあちゃんのおまじない 絵本 なかのさよこ 福音館

まどをトントントン 絵本 いわもとかずひろ 福音館

2019/9/27 このほんよんでくれ！ 絵本 ベネットカルボネリ クレヨンハウス

まいごのまめのつる 絵本 こだまともこ 福音館

2019/10/25 あらしのよるに 絵本 きむらゆういち 講談社

2019/11/22 ふみばあちゃんのほしがき 絵本 浜田桂子 福音館書店

このほんよんでくれ！ 絵本 ベネディクトカルボネリ ミカエルドゥリュリュー ほむらひろし クレヨンハウス

2019/12/13 らいねんはなにどし？ 紙芝居 上地ちづる 金沢佑光 童心社

もりのポスト 紙芝居 花井巴意 ながよしかよ BL出版

2020/1/31 きになる 絵本 おおなり修司 広瀬克也 絵本館

となりのせきのますだくん 絵本 武田美穂 武田美穂 ポプラ社

コップをわったねずみくん 絵本 なかえよしを 上野紀子 ポプラ社

2020/2/7 ぐるぐるせんたく 絵本 矢野アケミ 矢野アケミ アリス館

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

絵本 イソップ いまいあやの いまいあやの BL出版



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)

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

４－４ 2019/6/28 なにかがいる 絵本 佐藤雅彦 福音館書店

2019/7/12 ぼくのおとうさんとおかあさん 絵本 みやにしたつや 金の星社

おおぐいひょうたん 絵本 吉沢葉子 福音館書店

じいさまときつね 絵本 増田尚子 童心社

2019/9/27 あめだま 絵本 ペク、ヒナ ブロンズ新社

光りの旅かげの旅 絵本 アン・ジョナス 評論社

へびのみこんだなにのみこんだ 絵本 tuperatupera えほんの杜

2019/10/25 あらしのよるに 絵本 きむらゆういち 講談社

2019/11/22 みどりの目 絵本 エイブバーンバウム エイブバーンバウム ほしかわなつよ 童話館出版

ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版

2019/12/13
ねぎぼうずのあさたろう　その７
山賊松ぼっくりのもんえもんのなみ

紙芝居 飯野和好 福音館書店

モミの木 紙芝居 アンデルセン バーナデット ささきたづこ 西村書店

2020/1/31 いいからいいから 絵本

へっこきよめ 絵本

ぐりとぐらのおおそうじ 絵本

2020/2/7 天才こども建築家世界を救う 絵本 アンドレア・ベイティー ディヴィッド・ロバーツ 鴨志田　恵 エクスナレッジ

落語絵本いちがんこく 絵本 川端誠 川端誠 椎名かおる クレヨンハウス


