
クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

２－１ 2022/5/18 くるりんぱ　だーれ？ 絵本 マルタン フレーベル館

とんでいく 絵本 風木一人 岡崎　立 福音館書店

まよなかのもりで 絵本 ドロテ・ド・ﾓﾝｸレッド ふしみ　みさお ほるぷ出版

2022/6/15 どしゃぶり 絵本 はた　こうしろう おーなり　由子 講談社

ぼく、だんごむし 絵本 得田　之久 たかはし　きよし かがくのとも絵本

どくろじまのたからさがし 絵本 マーティン・テイラー ダンカン・スミス 朝武　佳美 大日本絵画

2022/7/13 ちきゅう 絵本 G.ブライアンカラス G.ブライアンカラス 庄司　太一 偕成社

ちいさなくれよん 絵本 篠塚　かをり 安井　淡 金の星社

2022/9/16 またまたねえ、どれがいい？ 絵本 ジョン・バーニンガム まつかわ　まゆみ
児童図書館・
絵本の部屋

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

絵本

ダイアン・
フォックス＆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

2022/10/21 ねこの３つのねがいごと 絵本 カリスタ・ブリル クナード・パーク 横山　和江 岩崎書店

はやくおおきくなりたいな 絵本 サトシン 塚本やすし 佼成出版

2022/11/25 たのしいクリスマスのじゅんび 紙芝居 たんじあきこ たんじあきこ 教育画劇

花咲き山 紙芝居 斎藤隆介 梅田　俊作 鈴木出版

クリスマスのおばけ 絵本 せな　けいこ せな　けいこ ポプラ社

2022/12/16 まぼうつかい 絵本 いしかわ　こうじ 偕成社

クリスマスのおくりもの 絵本 ジョン・バーニンガム 長田　弘

2023/1/20 10ぴきのおばけとすすおばけ 絵本 にしかわ　おさむ にしかわ　おさむ ひかりのくに

やまねのネンネ 絵本 どい　かや どい　かや BL出版

2023/2/24 となりのさくら 紙芝居 桂　文我 長野　ヒデ子 童心社

へっこきよめどん 絵本 富安　陽子 長谷川義史 小学館

へんしんオバケ 絵本 あきやま　ただし あきやま　ただし 金の星社

2023/3/10 とんでもない 絵本 鈴木のりたけ 鈴木のりたけ アリス館

じゃがいもポテトくん 絵本 長谷川義史 長谷川義史 小学館

２－２ 2022/5/18 もくもくやかん 絵本 かがくい　ひろし かがくい　ひろし 講談社

どこいったん 絵本 ジョン・クラッセン ジョン・クラッセン クレヨンハウス

へんしん　とびばこ・へんしんバス 絵本 あきやま　ただし あきやま　ただし 金の星社

2022/6/15 めいたんていネコロンボのかつやく 絵本 木曽　秀夫 木曽　秀夫 教育画劇

かえるくんの　おさんぽ 絵本 きもと　ももこ

2022/7/13 めがねうさぎのうみぼうずがでる！！ 絵本 せな　けいこ せな　けいこ ポプラ社

みみかきめいじん 絵本 かがくい　ひろし かがくい　ひろし 講談社

2022/9/16 おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！ 絵本
ジェニー・スー・コス
テキ＝ショー 宮坂　宏美 光村教育図書

ぼくはいったいなんやねん 絵本 岡田　よしたか

2022/10/21 はっきょい　どーん 絵本 やまもと　ななこ 講談社

はなくそ 絵本 アラン・メッツ ふしみ　みさを ロクリン社

2022/11/25 へんしんとびばこ 絵本 あきやま　ただし あきやま　ただし 金の星社

てぶくろ 紙芝居 堀尾　青史 箕田　美子 童心社

てぶ～くろ 絵本 ガタロー☆マン ガタロー☆マン 誠文堂、新光社

へんしんバス 絵本 あきやま　ただし あきやま　ただし 金の星社

2022/12/16 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

みなみのしまのウッチャチャ 絵本 おおとも　やすお 福音館書店

2023/1/20 ロビンソン 絵本 ピーター・シス ピーター・シス 高柳　克弘 偕成社

まっくろ 絵本 高崎　卓馬 黒井　健 講談社

2023/2/24 おれがいちばんかけあしオオカミ 紙芝居 内田　麟太郎 早川　純子 童心社

へんてこおじさん 紙芝居 前川かずお 前川かずお 童心社

2023/3/10 チョコレートがおいしいわけ 絵本 はんだ　のどか はんだ　のどか アリス館

ちきゅう 絵本
ステイシー・マカナ
ルティー

デイビッド・リッチ
フィールド 千葉　茂樹 小学館

２－３ 2022/5/18 ぼく、だんごむし 絵本 得田　之久 たかはし　きよし かがくのとも絵本

さんまいのおふだ 絵本 木暮　正夫 箕田　源二郎



クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

2022/6/15
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

絵本

ダイアン・
フォックス＆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

へんしんするゆび 絵本 宇田　敦子 デザイン　寄藤文平 福音館書店

2022/7/13 ギョギョギョつり 絵本 矢野　アケミ すずき出版

ぼく、　あぶらぜみ 絵本 得田　之久 たかはし　きより 福音館書店

しりとりのだいすきなおうさま 絵本 中村　翔子 はた　こうしろう

2022/9/16 へんてこおじさん 紙芝居 前川かずお 前川かずお 童心社

どくろじまのたからさがし 絵本 マーティン・テイラー ダンカン・スミス 朝武佳美 大日本絵画

2022/10/21 １、２、４組に分散

2022/11/25 かくれんぼどうぶつえん 絵本 石津　ちひろ 今森　光彦 アリス館

カレーライス 絵本 小西　英子 福音館書店

ちいさなねこ 絵本 石井　桃子 横内　襄 福音館書店

2022/12/16 ゆびたこ 絵本 くせ　さなえ ポプラ社

むしばいっかのおひっこし 絵本 にしもと　やすこ 講談社

2023/1/20 １つぶのおこめ　さんすうのむかしばなし 絵本 デミ さくま　ゆみこ 光村教育図書

2023/2/24 きらきら 絵本 谷川俊太郎 吉田六郎 （写真） アリス館

ぐりとぐら 絵本 中川枝利子 福音館書店

仔牛の春 絵本 五味太郎 偕成社

2023/3/10 おひさまは　いつも 絵本 八木　マリヨ 八木　マリヨ 福音館書店

コロネのおしりはどっち？ 絵本 塚本　ユージ みらいパブリッシング

どうぶつサーカスはじまるよ 絵本 西村　敏雄 福音館書店

２－４ 2022/5/18 ごめんなさい 絵本 中川　ひろたか 長　新太 偕成社

だれのパンツ？ 絵本 シゲリ　カツヒコ シゲリ　カツヒコ 角川書店

2022/6/15 ちびゴリラのちびちび 絵本 ルース・ボーンスタイン いわた　みみ ぽるぷ出版

きんぎょがにげた 絵本 五味　太郎 五味　太郎 福音館書店

ぎゅっ 絵本 ジェズ・オールバラ ジェズ・オールバラ 徳間書店

2022/7/13 いってらっしゃ～い　いってきます 絵本 ジェシカ・ウォルトン かわむら　みさこ 福音館書店

くまのトーマスはおんなのこ 絵本 神沢　利子 林　明彦 ポット出版

2022/9/16 はずかしがりやのミリアム 絵本 ロール・モンルブ マイア・バルー ひさかたチャイルド

おばけびょうきになる 絵本 ジャック・デュケノワ おおさわ　あきら ぽるぷ出版

2022/10/21 ふゆじたくのおみせ 絵本 ふくざわ　ゆみこ 福音館書店

うさぎとかめ 絵本 ラ・フォンテーヌ ブライアンワイルドスミス わたなべ　しげお らくだ出版

2022/11/25 おやおやもったいない！ 紙芝居 岡本　一郎 せべ　まさゆき

パンダ銭湯 絵本 Tupera Tupera

パパパネル 絵本 Tupera Tupera

2022/12/16 くろくいとなぞのおばけ 絵本 なかや　みわ なかや　みわ 童心社

あれこれ 絵本 とりやま　みゆき 中の滋 福音館書店

2023/1/20 こりすのおかあさん 絵本 浜田　廣介 いもと　ようこ

ごはん山 絵本 はらぺこ　めがね はらぺこ　めがね

2023/2/24 おめんです 大型絵本 いしかわこうじ 偕成社

おふとんかけたら 大型絵本 かがくい　ひろし ブロンズ新社

サンドイッチサンドイッチ 大型絵本 小西　英子 福音館

2023/3/10 へんてこおじさん 紙芝居 前川　かずお 前川　かずお 童心社

おれがいちばんかけあしオオカミ 紙芝居 内田　麟太郎 早川　純子 童心社

どぐろじまのたからさがし 絵本 マーティン・テイラー ダンカン・スミス 朝武　佳美 大日本絵画


