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３－１ 2014/5/9 バルバルさん 絵本 乾栄理子 西村敏雄 福音館 5

〃 １４ひきのあさごはん 絵本 いわむらかずお 童心社 2

2014/6/27 ポケットのないカンガルー 絵本 エミイ・ペイン H・A・レイ にしうち　ミナミ 偕成社 17

2014/10/10 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 12

おはなしきょうしつ　パン,キャップ 絵本 さとう　しのぶ PHP 3

2014/11/28 なぜなぜクイズ絵本ふゆ１２月 絵本 チャイルド本社 5

わたしのワンピース 絵本 にしまき　かやこ こぐま社 3

さんまいのおふだ 絵本 木暮　正夫 箕田　源二郎 チャイルド本社 7

2015/1/9 としょかんライオン 絵本 ミシェル・ヌードヤン ケビン・ホークス 福本友美子 岩崎書店

2015/2/13 ちょっとだけ 絵本 瀧村　有子 鈴木　永子 こどものとも

１はゴリラかずのほん 絵本 アンソニー・ブラウン さくま　ゆみこ 岩波書店

2015/3/13 へんしんするゆび 宇田敦子 寄籐　文平 福音館書店

はずかしがりやのミリアム ロール・モンルブ マイア・バレー ひさかたチャイルド

どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マリブラットニイ アータ・ジェラーム 小川仁英

３－２ 2014/6/27 ながいでしょいっぱいでしょ 絵本 サトシン 山村浩二 PHP 5

〃 きょうはうんがいいんだろう 絵本 宮西達也 すずき出版 6

ねこなんてだいきらい 絵本 末崎茂樹 フレーベル館 5

2014/9/12 もんじゅのちえ 絵本 はしでたより すずきゆうこ 聖教えほん 5

しぜん⑧うみのいきものクイズ 絵本 さかなクン フレーベル館 2

あんもちみつ 紙芝居 水谷章三 宮本忠夫 童心社 5

だめよ、ディビッド！ 絵本 ディビッド・シャノン 小川仁央 評論社 2

2014/10/10 王さまライオンのケーキ 絵本 マシュー・マケリゴット 野口絵美 徳間書店 8

大阪うまいもんのうた 絵本 長谷川義央 佼成出版 2

2014/11/28 ディビッドがやっちゃった 絵本 ディビッド・シャノン 小川仁英 評論社 2

大草原の小さな家おおきなもりのクリスマス 絵本 ローラ・インガルズ・ワイルダー ルネ・グレーフ しみずなおこ ぶんけい 3

さぎとり 紙芝居 桂文我 国松エリカ 童心社 5

おばあちゃんのおやつ 絵本 野村たかあき 佼成出版 5

2015/1/9 しちふくじんとおしょうがつ 絵本 山末やすえ 伊東美貴 教育画劇 13

ねこゴム 絵本 きむらよしお こどものとも 1

2015/2/13 シロナガスクジラより大きいものっているの？ 絵本 ロバート・E・ウェルズ せなあいこ 評論社 5

百羽のツル 絵本 花岡大学 戸田幸四郎 Todaｄｅｓｉｇｎ 4

でんでんむしの悲しみ 絵本 新美南吉 かみやしん 大日本図書 2

2015/3/13 ヒロキごめんね 絵本 長谷川洋子 ポプラ社

ぴよぴよぴよ 絵本 平野剛 福音館

あさえとちいさいいもうと 絵本 筒井頼子 林明子

３－３ 2014/5/9 いいからいいから 絵本 長谷川義史 絵本館 6

〃 こぞうさんとおばけ 絵本 はせがわかこ 大日本図書 6

2014/6/27 いなばのしろうさぎ 絵本 いもとようこ 金の星社 5

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 徳間書店 8

2014/9/12 ねずみのかいすいよく 絵本 山下明生 いわむらかずお ひさかたチャイルド 6

ＥｄｄｙＢｅａｒなんてすてきな日 絵本 アンドレ・ダーバン 角田光代 ＢｏｏｋｓＰｏｏｋａ 7

2014/10/10 へっこきよめさま 絵本 令丈ヒロ子 おくはらゆめ 講談社 7

オオカミと石のスープ 絵本 アナイスﾎﾞｰｼﾞｪﾗｰﾄﾞ 平岡敦 徳間書店 7

2014/11/28 サンタさんのトナカイ ジャンフレッド 徳間書店 10

2015/1/9 わらしべちょうじゃ 紙芝居 松岡励子 清水耕蔵 ＮＨＫ 7

なにをたべたかわかる？ 絵本 長新太 絵本館 3

ゆきがたくさんつもったら 絵本 ルク・デュポン ヒド・ファン・ヘネヒラン ひしきあらこ フレーベル館 2

2015/3/13 こんとあき 絵本 林明子 福音館書店 10

こわーいはなし 絵本 せなけいこ こどものくに 5

３－４ 2014/5/9 まどをトントントン 絵本 いわもとかずひろ なかのひろたか 福音館 6

〃 ずいとんさん 絵本 日野十成 斉藤隆夫 福音館 7

2014/6/27 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 5

わんぱくだんのひみつきち 絵本 ゆきの　ゆみこ 末崎　茂樹 ひさかたチャイルド 7

2014/9/12 ぶす 絵本 もとした　いづみ ささめや　ゆき 講談社 10

ピッツァぼうや 絵本 ｳｨﾘｱﾑ･ｽﾀｲﾌﾞ 木坂　涼 セーラー出版 5

2014/10/10 10月のなぜなぜ チャイルド本社 5

さんまいのおふだ 絵本 木暮正夫 箕田　源二郎 チャイルド本社 7

わたしのワンピース 絵本 にしまき　かやこ にしまき　かやこ こぐま社 3
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2014/11/28 まめうしのびっくなあき 絵本 あきやまただし PHP研究所 5

だいじょうぶだいじょうぶ 絵本 いとうひろし 講談社 5

こわーいはなし 絵本 せなけいこ 3

イソップ童話（きつねとツル） 絵本 イソップ ナツメ社 2

2014/1/9 あいうえおにぎり 絵本 ねじめ正一 いとうひろし 偕成社 2

ふしぎなやどや はせがわせつこ いのうえようすけ 福音館書店 10

2015/2/13 あな 絵本 谷川俊太郎 和田誠 こどものとも 4

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 4

心があったかくなる話（きみが１とうしょう） 絵本 ポプラ社 4

なにをたべたかわかる？ 絵本 長新太 絵本館 3

がまんのケーキ 絵本 かがくいひろし 教育画劇 3

かえるをのんだととさん 絵本 日野十成 斉藤隆夫 福音館 6


