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２－１ 2014/5/23 いっすんぼうし 紙芝居 池田仙三郎 浜田留美 教育画劇 10

〃 へんしんマラソン 絵本 あきやまただし 金の星社 5

2014/7/11 じゃがいもポテトくん 絵本 長谷川義史 小学館 4

どんくりのき 絵本 亀岡亜希子 PHP研究所 7

わにさんドキッはいしゃさんドキッ 絵本 五味太郎 偕成社 3

おしゃべりさん「せんたくき」 絵本 さいとうしのぶ リーブル 2

2014/9/26 とりかえっこ 絵本 さとうゆきこ ポプラ社 5

まよなかのもりで 絵本 ドロテ・ド・モンフレッド ふしみみさお ほるぷ出版 5

からだのみなさん 絵本 五味太郎 福音館 5

2014/10/24 へっこきよめ 紙芝居 香山美子脚色 川端誠 教育画劇 7

かいじゅうたちのいるところ 絵本 モーリス・センダック じんぐうてるお 7

ひなたぼっこです 絵本 高畠純 絵本館 3

トナカイはなぜサンタのそりをひく？ 絵本 モー・プライス 岩波書店 6

びんぼうがみとふくのかみ 絵本 鈴木敏子 仁保英五郎 童心社 7

2015/1/23 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

きつねどん 絵本 ハンガリー民話 洞野志保 10

2015/2/27 かおみえるかな UGカトー 3

おおさむこさむかさの女王さま こいでやすこ

２－２ 2014/5/23 いとしの犬ハチ 絵本 いもとようこ 10

〃 やさいのおなか 絵本 きうちかつ 福音館書店 1

2014/7/11 いなばのしろうさぎ 絵本 日本昔話 いもとようこ 金の星社 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 偕成社 2

イソップ物語（ねずみとライオン） 絵本 2

2014/9/26 あっぱれぱんつ 絵本 きたやまようこ あすなろ書房 3

めんのめんめん 絵本 庄司美智子 10

2014/10/24 かいじゅうたちのいるところ 5

しあわせのバケツ 5

2014/12/12 ねずみのほりもの 紙芝居 鶴見正夫 安井康二 教育画劇 7

クリスマスの夜は静かにね 絵本 ジュリー・サイクス ティム・ワーンズ なかおえつこ ぶんけい 5

2015/1/23 さるのせんせいとへびのかんごふさん 絵本 穂高順也 荒井良二 ビリケン出版 8

ゆきむすめ 絵本 内田莉莎子再話 佐藤忠良 福音館

2015/2/27 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 評論社 7

ふしぎなナイフ 絵本 中村牧江 福田隆義 福音館書店 3

２－３ 2014/5/23 いるかのうみ 絵本 菅瞭三 福音館書店 10

〃 １１ぴきのねこ 絵本 馬場のぼる こぐま社 5

2014/7/11 がまんのケーキ 絵本 かがくいひろし 教育画劇 3

ニャーゴ 絵本 宮西達也 6

ちがうねん 絵本 ジョン・クラッセン 長谷川義史 3

2014/9/26 おしゃれなおたまじゃくし 絵本 さくらともこ 塩田守男 ㈱メイト 10

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 評論社 5

2014/10/24 かにむかし 絵本 木下順之 清水崑 岩波書店 16

2014/12/12 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 7

ぐりとぐらのおきゃくさま 絵本 なかがわりえこ やまわきゆりこ 福音館書店 7

2015/1/23 どうぶつ川柳ぼくだーれ？ 絵本 サトシン ドーリー そうえん社 5

ものしり五郎丸 絵本 にしむらかえ 文渓堂 7

ふしぎなナイフ 絵本 中村牧江 福田隆義 福音館書店 3

2015/2/27 ねえ、どっちがすき？ 絵本 安江リエ 降矢奈々 福音館書店 8

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

２－４ 2014/5/23 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 3

〃 おおきくなるっていうことは 絵本 中川ひろたか 村上康成 童心社 4

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 絵本 長谷川義史 BL出版 8

2014/9/26 １１ぴきのねこ 絵本 馬場のぼる こぐま社 7

よりみちエレベーター 絵本 土屋富士夫 徳間書店 7

2014/10/24 おいしいぼうし 絵本 シゲタサヤカ 教育画劇 8

ハンダのびっくりプレゼント 絵本 アイリーン・ブラウン 福本友美子 光村教育図書 3

ふしぎなナイフ 絵本 中村牧江 福田隆義 福音館書店 2

2014/12/12 わにわにのお出かけ 絵本 小風さち 山口マオ 福音館書店 3

ふたりではんぶん 絵本 五味太郎 絵本館 3
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ジオジオのかんむり 絵本 岸田衿子 中谷ちよ 福音館書店 5

森のクリスマス 絵本 きむら 4

2015/1/23 あな 絵本 谷川俊太郎 和田誠 こどものとも 5

ぴよぴよぴよ 絵本 平野剛 福音館 1

ヒロキごめんね 長谷川ようこ ポプラ 5

2015/2/27 ぎろろんやまと１０ぴきのかえる 絵本 間所ひさこ 仲川道子 PHP研究所

ぴよぴよぴよ 絵本 平野剛 福音館

しろねこしろちゃん 森佐智子 MAYAMAXX 福音館

はじめてのごはんたき 岩崎京子 ポプラ社

２－５ 2014/5/23 ね、ぼくのともだちになって 絵本 エリック・カール 偕成社 3

〃 ぐりとぐらとくるりくら なかがわりえこ やまわきゆりこ 福音館 7

メチャクサ ジョンサンアレン 岩城敏之 アスラン書房 7

2014/7/11 くまくんと６ぴきのしろいねずみ 絵本 クリス・ウォーメル 吉上恭太 8

しょうぼうじどうしゃじぷた 絵本 7

2014/9/26 ひとまねこざるときいろいぼうし 絵本 H・Aレイ 光吉夏弥 岩波書店 13

2014/10/24 ちいさなひつじフリスカ 絵本 ﾛﾌﾞ･ﾙｲｽ かねはらみずひと 3

わにになったこども 絵本 シンシア・ライラント ダイアン・グッド こしばはじめ 3

ウワサの学校なぞなぞ 本條里美

2014/12/12 はやくあいたいな 絵本 五味太郎 絵本館

あったまろう 絵本 もろはらじろう すずき

おばあちゃんの 学校文庫

2015/1/23 ねずみくんのチョッキ 絵本 なかえよしを 上野紀子 ポプラ社 3

てぶくろ 絵本 ウクライナ民話 福音館 6

かぁーこいい 絵本 赤川明 フレーベル館

2015/2/27 わかがえりのみず 絵本 間所ひさこ 若菜珪 チャイルド社 5

ぼく、だんごむし 得田之久 たかはしきよし 福音館書店 5

なぜなぜクイズ絵本 白石等 チャイルド社 5


