
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)

１－１ 2014/5/9 へんしんクイズ 絵本 あきやまただし あきやまただし 金の星社 5

〃 ちいさなヒッポ 絵本 うちだりさこ 偕成社 7

１－１、２
合同

2014/6/27 からだのみなさん 絵本 五味太郎 5

まどをトントントン 絵本 いわもとかずひろ 5

とりかえっこ 絵本 さとうゆきこ 5

１－１ 2014/9/26 ふくろうのそめものや 紙芝居 若林一郎 奈良坂智子 NHKサービスセンター

こんとあき 絵本 林明子 福音館書店

2014/10/24 はだかの王さま 絵本 アンデルセン uolobockle 中井貴恵 ブロンズ新社 7

ぼちぼちいこか 絵本 セイラー グロスマン 偕成社 3

2014/12/12 たんぽぽいろのてぶくろ 紙芝居 さえぐさひろこ 相野谷由起 童心社 7

雪だるまとお星さま 紙芝居 小川未明・岡上鈴江 中村景児 教育画劇 7

2015/2/13 ぼく、だんごむし 絵本 得田之久 たかはしきよし 5

こぶとりじいさん 三田村信行 福田庄助 5

２月のなぜなぜ 白石　等 チャイルド社 3

１－２ 2014/5/9 わりばしワーリーもういいよ 絵本 すずき出版 5

〃 でてこいでてこい 絵本 福音館書店 3

" ちびはち 絵本 エドワード・ギブス 谷川俊太郎 3

〃 えものはどこだ 絵本 岩崎書店 3

2014/9/26 やさいのおなか 絵本 福音館書店 3

〃 いなばのしろうさぎ 絵本 金の星社 5

〃 うんちっち 絵本 小しき　みさをPHP 3

2014/10/24 ゆうちゃんのみきさーしゃ 絵本 村上裕子 片山　健 福音館書店 10

〃 そりあそび 絵本 福音館書店 5

2014/12/12 さるじぞう 絵本 いもと　ようこ 金の星社 10

〃 へんしんトイレ 絵本 5

〃 金のたまごをうむにわとり 絵本 イソップ童話 鴨下　潤 ナツメ社 3

2015/2/13 せんたくかあちゃん 絵本 さとう　ゆきこ 福音館書店 8

おもちのきもち 絵本 かがくいひろし 講談社 3

１－３ 2014/5/9 こわーいはなし 絵本 せなけいこ こどものくに 5

〃 てぶくろ 絵本 ｴｳｹﾞﾆｰ･M・ラチョフ うちだりさこ 福音館書店 5

まっくろネリノ 絵本 ベルガニガルラー やがわすみこ 5

2014/6/27 やさいのおなか 絵本 きうちかつ 3

つんちっち 絵本 ステファニーブレイク ふしみみさ PHP 5

ぼちぼちいこか 絵本 マイク・セイラー ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾞﾚｽﾏﾝ いまえよしとも 偕成社 3

ライオンとねずみ 絵本 イソップ童話 いあいあやの BL出版 1

2014/9/26 ぱっくんオオカミとおばけたち 絵本 木村素子 ポプラ社 10

たまごにいちゃんといっしょ 絵本 あきやまただし すずき出版 5

2014/10/24 がまんのケーキ 絵本 かがくいひろし 教育画劇 3

オオカミおとこはかわいそう 紙芝居 菊池俊 田中秀幸 教育画劇 7

しゃべくりがいこつ 絵本 マージェリー・カイラー S.Dシンドラー 黒宮純子 3

2014/12/12 ぼちぼちいこか 絵本 マイク・セイラー ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾞﾚｽﾏﾝ いまえよしとも 偕成社 2

きつねとぶどう 絵本 坪田 いもとようこ 金の星社 5

イヌとその 絵本 きうちかつ 1

2015/1/9 あさえとちいさいいもうと 絵本 筒井頼子 林明子 こどものとも

あな 絵本 谷川俊太郎 和田誠 こどものとも

2015/2/13 せんたくかあちゃん 絵本 さとうわきこ 福音館書店 8

おもちのきもち 絵本 かがくいひろし 講談社 3

2015/3/13 うきわねこ 絵本 蜂飼耳 牧野千穂 ブロンズ新社 12

かあちゃんのせんたくキック 絵本 平田昌広 井上洋介 文化出版局 3

さとう　わきこ

あきやまただし

ステファニー・ブレイク

ﾏｰｼｬ＝ブラウン

シゲタ　サヤカ

はやしあきこ

五味太郎

きうち　かつ

いもと　ようこ



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)

１－４ 2014/5/9 おじいちゃんのごくらくごくらく 絵本 西本鶏介 長谷川義史 すずき出版 5

〃 ぼくのパパはおおおとこ 絵本 カール・ノラック ｲﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ･ｺﾞﾄﾞﾝ セーラー出版 5

2014/6/27 こびとのくつや 絵本 グリム童話 バーナデット ささきたづこ 西村書店 7

こわーいはなし 絵本 せなけいこ こどものくに 3

まっくろネリノ 絵本 ヘルガ＝ガルラー やがわすみこ 偕成社 1

2014/9/26 なぞなぞな～にあきのまき 絵本 福音館書店 3

ともちゃんとこぐまくんの運動会 絵本 あまんきみこ 西巻 福音館書店 8

いちにちぶんぼうぐ 絵本 ふくべあきひろ かわしまななえ にこにこえほん 3

2014/10/24 へんしんトンネル 絵本 金の星社 3

おおきなたまご 絵本 Ｍ・Ｐ・ロバートソン ささやまゆうこ PHP研究所 8

こわーいはなし 絵本 こどものくに 3

2015/1/9 わらしべちょうじゃ 紙芝居 吉野文子 木佐森隆平 教育画劇 7

ねずみのよめいり 紙芝居 福島のり子 エム・ナマエ 教育画劇 7

2015/12/12 いちりんしゃにのってきたサンタさん 絵本 たなかつねこ 草土文化 2

サンタのすず 絵本 古山広子 鈴木たくま 5

2015/2/13 すずのへいたい 絵本 アンデルセン 伊藤悌夫 鶴見正夫 チャイルド絵本館 8

１１ぴきのねことあほうどり 絵本 ばばのぼる こぐま社 7

2015/3/13 まあちゃんのながいかみ 絵本 たかどのほうこ 福音館書店 6

ぼくがいっぱい 絵本 いもとようこ 岩崎書店 6

つくえとおどうぐばこ 絵本 さいとうしのぶ PHP研究所 2

１－５ 2014/5/9 いちにちのりもの 絵本 ふくべあきひろ かわしまななえ PHP 4

〃 ばばばあちゃんとおべんとうつくろう 絵本 さとうわきこ 福音館書店 7

うしろのダメラ 絵本 あきやまただし ハッピーオウル社 5

2014/9/26 おやおやおやさい（大型） 絵本 石津ちひろ 山村浩二 福音館

とっ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

しゃっくりがいこつ ﾏｰｼｪﾘｰ･ｶｲﾗｰ Ｓ．Ｄ．シンドラー セーラー出版

2014/10/24 一休さんのとらたいじ 紙芝居 坂巻貞彦 教育画劇 5

ちがうねん 絵本 ジョン・クラッセン 長谷川義史 クレヨンハウス 3

ねえとうさん 絵本 佐野洋子 小学館 5

2014/12/12 ディビッド学校へ行く 絵本 ディビッド・シャノン 小川仁史 評論社 2

なまけもののろばのはなし 紙芝居 イソップ 5

いっしょなら 絵本 ジェーン・シモンズ まつおさなえ バベルプレス 3

てぶくろ 絵本 ウクライナ民話 ｴｳｹﾞﾆｰ･Mラチョフ うちだりさこ 福音館書店 5

2015/1/9 にじ 絵本 さくらいじゅんじ いせひでこ 福音館書店 5

ぼくだけのおにいちゃん 福田岩緒 文妍出版 5

2015/2/13 やさいのおなか 絵本 きうちかつ 福音館 3

わたしのおひなさま 絵本 内田鱗太郎 山本孝 岩崎書店 5

ライオンとねずみ 絵本 イソップ いまいあやの BL出版

2015/3/13 おなら 絵本 長新太 福音館書店 3

ずーっとずっとだいすきだよ 絵本 ハンス・ウィルヘルム 久山太市 評論社 4

パパとママのたからもの 絵本 サム・マクグラットニイ アニタ・ジェラーム 小川仁史 評論社 4

いまきみち

あきやまただし

せなけいこ


