
クラス 年月日 題名
絵本・紙芝
居・他

作者 絵 訳 出版社

１－１ 2022/5/18
うしろにいるのだあれ　みなみのし
まのなかまたち

絵本
accototo ふくだ
としお+あきこ

幻冬舎

ぼくのかえりみち 絵本 ひがしちから BL出版

そらまめくんのベッド 大型絵本 なかや　みわ 福音館書店

2022/6/15 やめろ、スカタン！ 絵本 くすのき　しげのり 羽尻　利門 小学館

どしゃぶり 絵本 おーなり　由子 はた　こうしろう 講談社

おじさんのかさ 絵本 さの　ようこ さの　ようこ 銀河社

2022/7/13 しろねこのしろちゃん 絵本 森　佐智子 MAYA MAXX こどものとも

たからさがし 絵本 なかがわりえこ こどものとも

いいこってどんなこ 絵本 冨山房

2022/9/9 はなくそ 絵本 アンジェール・ドロノワ カロリーヌ・アメル たかの　ゆう 竹書房

バムとケロのそらのたび 絵本 島田ゆか 島田ゆか 文溪堂

2022/10/7 あな 絵本 谷川俊太郎 和田　誠

ぎろろんとやまと１０ぴきのかえる 絵本 間所　ひさこ 仲川　道子

ちいさなクレヨン 絵本 篠塚かおり 安井　淡

2022/11/18 えらい　えらい！ 絵本 ますだ　ゆうこ 竹内　通雅 うえん出版

どんなきもち？ 絵本 ミースファンハウト ほんま　ちひろ 西村書店

どうぞのいす 絵本 香山　美子 柿本　幸造 ひさかたチャイルド

2022/12/9 こんたバスでおつかい 絵本 田中友佳子 徳間書店

じゃがいもポテトくん 絵本 長谷川義史 小学館

としょかんへいこう 絵本 斎藤　洋 田中六大 講談社

2023/1/27 きょうはなんのひ？ 絵本 瀬田　貞二 林　明子 福音館書店

2023/2/10 ねずみくんのプレゼント 絵本

あさえとちいさいいもうと 絵本

ちか１００かいだてのいえ 絵本

2023/3/3 まどをトントン 絵本 いわもと　かずひろ なかのひろたか 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

１－２ 2022/5/18 ねこです。 絵本 北村　裕花 講談社

そのときうんちはどこにいる？ 絵本 きたがわ　めぐみ 監修　榊原千秋
日本看護協
会出版会

2022/6/15 ふえたふえた　科学のとも2013年7月 絵本 またき　けいこ またき　けいこ 福音館書店

こんたのさかなつり 絵本 田中　友佳子 田中　友佳子

2022/7/13 けんちゃんともぐりん 絵本 薄井　理子 夏目　尚子 くもん出版

こんとあき 絵本 林　明子 林　明子 福音館書店

2022/9/9 チムとタムのたからさがし 絵本 さかいちえ さかいちえ

バムとケロのにちようび 絵本 島田ゆか 島田ゆか

ブロロン・ドロロン 絵本 高畠那生 高畠那生

2022/10/7 くつした 絵本 さはら　ゆうき もりの　みさこ momo book publishing

わたし　わすれものがおおいです 絵本 くすのき　しげのり のし　さやか 東洋館出版社

2022/11/18 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 絵本 木村　研 村上　康成 チャイルド本

パパ、お月さまとって 絵本 エリックカール もり　ひさし 偕成社

いちにちむかしばなし 絵本 ふくべ　あきひろ かわしま　ななえ にこにこえほん

2022/12/9 あれこれたまご 絵本 とりやま　みゆき 中の滋 福音館書店

くまさんのケーキ 絵本 アンナ・マリア・クルチ アンナ・マリア・クルチ 面谷　哲郎 学研

カレーライス 絵本 小西　英子 小西　英子 福音館書店

2023/1/27 風の子しりとり 絵本 とだ　こうしろう とだ　こうしろう 図書印刷

たまごちゃん 大型絵本 あきやま　ただし あきやま　ただし すずき出版

だじゃれ日本一周 大型絵本 長谷川義史 長谷川義史 理論社

2023/2/10 ゆき　ゆき　ゆき 絵本 たむら　しげる 福音館書店

チョコレートカステラ 紙芝居 かこ　さとし 北田　卓史 童心社
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2023/3/3 とんとんとん 大型絵本 あきやま　ただし あきやま　ただし

ふしぎなカサやさん 大型絵本 宮西　達也 宮西　達也

ぽんたのじどうはんばいき 大型絵本 加藤　ますみ 水野　二郎

１－３ 2022/5/18 くろくんとねぞのおばけ 絵本 なかや　みわ 童心社

2022/6/15 シカクさん 絵本 マック・バーネット ジョン・クラッセン 長谷川義史 クレヨンハウス

なつのおとずれ 絵本 かがくい　ひろし かがくい　ひろし PHP研究所

2022/7/13 おばけのバーバパパ 絵本
ｱﾈｯﾄ・ﾁｿﾞﾝと
ﾀﾗｽ･ﾃｲﾗｰ

やました　はるお 偕成社

とんとん　とめてくださいな 絵本 こいで　たん こいで　やすこ 福音館書店

だいくとおにろく 絵本 松居　直 赤羽　末吉 福音館書店

2022/9/9 いちねんせいになったから 絵本 くすのき　しげのり 田中　六大 講談社

ゆびたこ 絵本 くせ　さなえ くせ　さなえ ポプラ社

2022/10/7 ライフタイム 絵本 ローラ・M・シェーファー クリストファーサイラスニール ライフタイム

イソップ物語 絵本 いまい　あやの BL出版

うんちっち 絵本 ステファニーブレイク ステファニーブレイク PHP研究所

ぼちぼちいこうか 絵本 セイラー グロスマン いまえよしとも 偕成社

2022/11/18 １００にんのサンタクロース 絵本 谷口　智則 谷口　智則 文溪堂

せぼねのはなし 紙芝居 かこさとし かこさとし 童心社

あっかんべろーん 絵本 きむらゆういち きむらゆういち 小学館

2022/12/9 あるいてます 絵本 宮西　達也 宮西　達也 すずき出版

よるくまくるよ 絵本 石津　ちひろ 藤枝リュウジ BL出版

2023/1/27 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

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 福音館書店

2023/2/10 うしのもーさん 絵本 風木　一人 西村　敏雄 福音館書店

９ひきのうさぎ 絵本 せな　けいこ せな　けいこ 教育画劇

なぞなぞはじまるよ② 絵本 おおなり修司 高畠　純 絵本館

2023/3/3 だれのほね？ 絵本 たけうち　ちひろ 出版ワークス

かもめたくはいびん 絵本 いしい　ひろし 白泉社

ありえない 絵本 エリックカール アーサー・ビナード 偕成社

１－４ 2022/5/18 へんてこおじさん 紙芝居 前川かずお 前川かずお 童心社

かぶとむしランドセル 絵本 ふくべ　あきひろ おおの　こうへい PHP研究所

2022/6/15 からだのみなさん 絵本 五味太郎 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

2022/7/13 へんしんおばけ 絵本
あきやま　ただ
し

やました　はるお 偕成社

ぼうしとったら 絵本 tupera tupera tupera tupera Gakken

さらやしきのおきく 紙芝居 桂　文我 久住　卓也 童心社

2022/9/9 じゃない！ 絵本 チョーヒカル チョーヒカル フレーベル館

どんぐりのうんどうかい 紙芝居 あべ　しまこ 夏目　尚吾 童心社

そーっとそーっとひらいてみよう 絵本 ニック・ブロムリー ニコラ・オバーン かとう　りつこ WAVE出版

2022/10/7 ぎゅ 絵本 ジェズ・オールバラ ジェズ・オールバラ 徳間書店

ちびゴリラのちびちび 絵本 ルースボーンスタイン ぽるぷ出版

きんぎょがにげた 絵本 五味太郎 福音館書店

2022/11/18 いいこってどんなこ 絵本 ジーン・モデシット ロビン　スポワート もき　かずこ 冨山房

たからさがし 絵本 なかがわ　りえこ おおむらマヤゆりこ 福音館書店

しろねこしろちゃん 絵本 森　佐智子 マヤ　マックス こどものとも

2022/12/9 いしになったかりゅうど 絵本 大塚　勇三 赤羽　末吉 モンゴル民話 福音館書店

バムとケロのもりのこや 大型絵本 島田ゆか 島田ゆか 文溪堂

2023/1/27 ぽちっとあかいおともだち 絵本 コーリン・アーヴェリス フィオーナ・ウッドコック 福本　友美子 少年写真新聞

わたしのかみがた 絵本 樋勝　朋巳 ブロンズ新社
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まっくろ 絵本 高崎　卓馬 黒井　健 講談社

2023/2/10 長靴をはいた猫 紙芝居 ペロー 童心社

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

2023/3/3 やまねのネンネ 絵本 どい　かや BL出版

おばけのえんそく 絵本 西平　あかね 福音館書店


