
クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

６－１ 2019/6/28 ちびっこぴいた 絵本 こばやしえりこ

ぼく、だんごむし 絵本 得田之久

2019/7/12 てがみがもしもとどくなら 絵本 池谷剛一

うそなき 絵本 内田麟太郎

2019/9/27 あらしのよるに 絵本 きむらゆういち 講談社

うみきりん 絵本 あきやまただし

2019/10/25 花さき山 絵本 斉藤隆行 滝平二郎

まどをトントントン 絵本 いわもとやすひろ 福音館書店

2019/11/22 太陽とかわず 絵本 小川未明 こしだミカ 架空社

2019/12/13 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

クリスマスのかね 絵本 レイモンドMオールデン 山田花菜 竹下文子
あかね書房
印刷工芸社

2020/2/7 いいからいいから 絵本 長谷川義史

葉っぱのフレディ 絵本 ﾚｵ・バスカーリア みらいなな

６－２ 2019/6/28 エルマーのたけうま 絵本 デビットマッキー BL出版

うどんやのたーちゃん 絵本 鍋田敬子 福音館書店

2019/7/12 せろひきのゴージュ 絵本 宮沢賢治 すずき出版

2019/9/27 くもの糸 絵本 芥川龍之介 すずき出版

悪い本 絵本 宮部みゆき 岩崎書店

2019/10/25 おこだでませんように 絵本 くすのきしげのり 小学館

ええたまいっちょう 絵本 くすのきしげのり 岩崎書店

2019/11/22 月夜とめがね 紙芝居 小林未明 諸橋精光 すずき出版

2019/12/13 十二支のはじまり 絵本 やまちかずひろ 荒井良二 小学館

ゆきうさぎのねがいごと 絵本 レベッカ・ハリー レベッカ・ハリー 木原悦子 世界文化社

2020/1/31 うらしまたろう 絵本 大石真 鈴木博

一年生になるんだもん 絵本 角野栄子 大島妙子

2020/2/7 ねずみのすもう 絵本 大川悦生 梅田俊作 ポプラ社

しっぱいなんかこわくない 絵本 アンドレアベイティ ディヴィッドロバーツ かとうりつこ 絵本塾出版

６－３ 2019/6/28 にじいろのさかな 絵本 マーカスフィスター 谷川俊太郎

ちいさなくれよん 絵本 篠塚かをり

こいぬ占い 絵本

2019/7/12 しばはま 絵本 野村たかあき 教育画劇

2019/9/27 THE PAINTER ANGELS 紙芝居 三好 学研

９９９ひきの兄弟の星をさがしに 絵本 米村研 ひさかたチャイルド

2019/10/25 おおはくちょうのそら 絵本 平島圭三郎 平島圭三郎 リブリオ出版

チョコレートだいすき 絵本 デヴィッドカリ エヴェリンダヴぃディ さとうななこ World Library

2019/11/22 みみかきめいじん 絵本 かがくいひろし 講談社

せぼねのはなし 紙芝居 かこさとし 童心社

どこいったん 絵本 ジョン・クラッセン 長谷川義史 クレヨンハウス

2019/12/13 てつぞうはね 絵本 ミロコマチコ ミロコマチコ ブロンズ新社

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

2020/1/31 あいしてくれてありがとう 絵本 宮西達也 宮西達也 ポプラ社

2020/2/7 きになる 絵本 おおなり修司 広瀬克也 絵本館

としょかんライオン 絵本 ミシェルヌードセン ケビンホークス 福本友美子 岩崎書店

６－４ 2019/6/28 かぐや姫 紙芝居 教育画劇

お月さまってどんなあじ？ 絵本 マイケルグレイニエツ セーラ出版

2019/7/12 のばら 絵本 小川未明

ライフタイム 絵本 ローラＭシェーファー ポプラ社

むかし話ですよ 絵本 五味太郎 方文社

2019/9/27 だいふくもち 絵本 田島征三 福音館

ふたりはいつも「クッキー」 絵本 アーノルドローベル 文化出版局

2019/10/25 みどりの目 絵本 エイブバーンバウム 童話館出版

LE COUVREUR DE TEMPS 絵本 Team Vincent Senac Team Vincent Senac ANIME CUICUI
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2019/12/13 もりのおくのクリスマスツリー 絵本 ユーヴァル・ゾマー ユーヴァル・ゾマー 石津ちひろ ほるぷ出版

うんこ！ 絵本 サトシン 西村敏雄 文溪堂

2020/1/31 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 クレヨンハウス

海のおっちゃんになったぼく 絵本 なみかわみさき 黒川　健 クレヨンハウス

2020/2/7 のんちゃんと白鳥 絵本 石倉欣二 石倉欣二

６－５ 2019/6/28 しんた、ちょうたのすっとび！かごどうちゅう 絵本 飯野和好 学研

とんでいく 絵本 風木一人 福音館書店

ずいとんさん 絵本 日野十成 福音館書店

2019/7/12 まんじゅうこわい 絵本 川端誠 クレヨンハウス

わたしのせいじゃない 絵本 ﾚｲﾌｸﾘｽﾁｬﾝｿﾝ 岩崎書店

2019/9/27 とてもおおきなサンマのひらき 絵本 岡田よしたか ブロンズ新社

だいじょうぶだいじょうぶ 絵本 いとうひろし 講談社

すきですゴリラ 絵本 アンンソニー・ブラウン あかね書房

2019/10/25 おならまんざい 絵本 長谷川義史 小学館

おおきな木 絵本 シエルシルヴァスタイン あすなろ書房

2019/11/22 すてきな三にんぐみ 絵本 ﾄﾐｰ・アンゲラー いまえよしとも 偕成社

おそらにはてはあるの？ 絵本 佐治晴夫 井沢洋二

2019/12/13 もりのおくのクリスマスツリー 絵本 ユーヴァル・ゾマー ユーヴァル・ゾマー 石津ちひろ ほるぷ出版

うんこ！ 絵本 サトシン 西村敏雄 文溪堂

2020/1/31 ねずみのすもう 絵本 大川悦生 梅田俊作 ポプラ社

ももたろう 絵本 広松由希子 伊藤秀男 岩崎書店

2020/2/7 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 ジミリーリャオ ジミリーリャオ 天野健太郎 ブロンズ新社

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


