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４－１ 2014/5/23 うんちっち 絵本 ステファニーブレイク ふしみみさを PHP研究所 3

〃 いちにちどうぶつ 絵本 ふくべあきひろ かわしまななえ PHP研究所 4

しげちゃん 絵本 室井滋 長谷川義史 金の星社 8

2014/9/12 スイミー 絵本 レオレオニ 谷川俊太郎

かさかしてあげる 絵本 こいでやすこ

ニャーゴ 絵本 みやにしたつや 小2国語

2014/11/29 ふるやのもり 紙芝居 水谷章三 金沢佑光 童心社 10

１００かいだでのいえ 絵本 いわいとしお 偕成社 5

2014/10/10 ぶたのたね 絵本 佐々木マキ 絵本館 5

化けくらべ 絵本 松谷みよ子 筑摩書房 6

2015/1/23 マララさんこんにちは 絵本 ローズマリー・マカーニー 西谷佳子 西村書店

きぼう（こころひらくとき） 絵本 ローレン・トンプソニ 千葉茂樹 ほるぷ出版

2015/2/27 りすのもりにはるがきた 紙芝居 シートン 武部本一郎 北田伸 童心社 7

アルド・わたしだけのひみつのともだち 絵本 ジョン・バーニンガム 谷川俊太郎 ほるぷ出版 5

４－２ 2014/7/11 まさかさかさま 絵本 伊藤文人 サンマーク出版 15

2014/9/12 だじゃれ日本一周 絵本 長谷川義史 理論社 5

すずのへいたいさん 絵本 アンデルセン いもとようこ 金の星社 6

2014/10/10 なにわのでっちまめどん 絵本 村上しいこ たごもりのりこ 佼成出版 8

つきよに 絵本 多田ヒロシ こぐま社 5

2014/11/28 紙しばいやさん 絵本 ｱﾚﾝ･ｾｲ ほるぷ出版 15

2015/1/23 なぞなぞなにふゆのまき 絵本 いまいみち 福音館書店 3

ゆきがやんだら 絵本 酒井駒子 学研 2

よるのとしょかん 絵本 カズノ・コハウ 石津 光村教育 2

４－３ 2014/5/23 ねーねーのしっぽ 絵本 はやしますみ イースト・プレス 7

〃 読み聞かせ写真絵本サンショウウオ 絵本 松沢陽士 岩崎書店

2014/7/11 かとりせんこう 絵本 田島征三 福音館

ぼくはモンスターのとこやさん 絵本 ﾏｼｭｰ･ﾏｹﾘｺﾞｯﾄ 徳間書店

こんたのおつかい 絵本 田中友佳子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徳間書店

かえるのおでかけ 絵本 高畠邦生 フレーベル

2014/9/12 せきとりしりとり 絵本 サトシン 高畠邦生 文渓堂 4

あめだま 絵本 新美南吉 野村たかあき 教育画劇 5

2014/11/28 うしろにいるのだあれ 絵本 ふくだとしお 幻冬舎 4

りんごころりん 絵本 パホーモフ ロシア民話 5

あなたがとってもかわいい 絵本 みやにしたつや 金の星社

2015/1/23 オオカミくんのホットケーキ 絵本 ｼﾞｬﾝﾌｧﾝﾘｰ まつかわまゆみ 評論社 5

ふるやのもり 紙芝居 水谷章三 金沢佑光 日本昔話 8

４－４ 2014/5/23 どろんこハリー 絵本 ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ わたなべしげお 福音館書店 7

〃 はなたれ小僧さま 稲田和子 筒井悦子 こぐま社 7

2014/7/11 ゆうちゃんのみきさーしゃ 村上裕子 片岡健

ゴムあたまポンたろう

2014/9/11 お月さま グリム ｳｴﾙﾈﾙ･ｸﾚﾑｹ 堀尾青史 童心社 4

おばあちゃんがいってたよ 清水えみ子 宮崎耕平 童心社 6

2014/10/10 おひさまはいつも 絵本 八木マリヨ 福音館書店 3

ウラパンオコサ 谷川晃一 童心社 8

うずらちゃんのたからもの 絵本 きもとももこ 福音館書店 4

2014/11/28 １つぶのおこめ 絵本 デミ さくまゆみこ 光村教育 12

なぞかけ動物園 絵本 ねづっち ｂｅａｎ 理論社 5

2015/1/23 せつぶん 絵本 もとしたいづみ 野村たかあき 5

イソップ物語 絵本 いまいあやの ＢＬ出版 5

2015/2/27 わたしのおひなさま 絵本 内田鱗太郎 山本孝 岩崎書店 5

ずっとそばに 絵本 いもとようこ 岩崎書店 5

４－５ 2014/5/23 どっちかな 絵本 ママダミネコ 2

〃 あるのかな 絵本 織田道代 飯野和好 2

ゴーゴーゴール 絵本 さこんらんこ かべやふよう フレーベル館 3

水のたね 紙芝居 須藤出穂 松本修一 ＮＨＫかみしばい 5

2014/9/12 ヨウヨウとルウルウのとうもろこし 絵本 リョウ・ツアンイン 6

まよなかのもりで ドロテ・ド・モンフレッド ふしみみさお 6

2014/10/10 へんしんするゆび 宇田敦子 福音館 3
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ききみみずきん 紙芝居 童心社 5

魔女ひとり 絵本 ローラ・ルーク 小峰書店 3

柿やまぶし 絵本 内田鱗太郎 5

2014/11/28 なにをたべたかわかる？ 絵本 長　新太 絵本館 3

はなさかじじい 紙芝居 浜田広介 黒崎義介 教育画劇 9

2015/1/23 ずいとんさん 絵本 日野十成 斉藤隆夫 福音館 5

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 5

とんでいく 絵本 風木一人 岡崎立 福音館 5

2015/2/27 さかさことばのえほん 絵本 小野恭靖 高部春市 すずき出版 5

ゆきがくれたおくりもの 絵本 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｶｰﾃｨｽ ﾚﾍﾞｯｶ･ｺｯﾌﾟ ふしみみさを ポプラ社 10


