
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)

５－１ 2014/6/13 いわしくん 絵本 菅原たくや 文化出版局 2

〃 ３びきのかわいいオオカミ 絵本 ユージン・トリビザス ﾍﾚﾝ･ｵｸｾﾝﾊﾞﾘｰ こだまともこ 冨山房 8

2014/9/26 いとしのロベルタ 絵本 佐々木マキ ほるぷ出版 6

つなひき 絵本 ジョン・バーニンガム 谷川俊太郎 ＢＬ出版 6

2014/12/12 ロバのシルベスターとまほうのこいし 絵本 ウイリアム・スタイグ せたていじ 評論社 15

2015/1/9 えほん寄席「牛ほめ」 絵本 大島妙子 小学館 10

2015/2/13 ともだちのしるしだよ 絵本 ｶﾚﾝ･ﾘﾝ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ ﾀﾞｰｸﾞ･ﾁｬｰｸ 小林葵 岩崎書店 14

2015/3/13 わたしのおひなさま 絵本 内田鱗太郎 山本孝 岩崎書店 3

きつねとぶどう 絵本 坪田譲治 いもとようこ 金の星社 5

イソップ物語 絵本 いまいあやの いまいあやの ＢＬ出版 5

５－２ 2014/6/13 いしぶたくん 絵本 あきやまただし すずき出版 3

〃 こぞうさんとりゅうのたま 絵本 はせがわかこ 大日本図書 7

2014/9/26 えほん寄席「牛ほめ」 絵本 落語 大島妙子 小学館 8

わたしとあそんで 絵本 マリー・ホール・エッツ よだじゅんいち 福音館 3

2015/1/9 うえきばちです 絵本 川端誠 ＢＬ出版 3

びくびくビリー 絵本 アンソニー・ブラウン 灰島かり 絵本の部屋 4

あめがふるひに 絵本 イ・ヘリ ピョン・キジャ 公文出版 3

2015/2/13 読み聞かせお話集「金太郎」 絵本 西本鶏介 ポプラ社 7

ももたろう 紙芝居 さねとうあきら 石倉欣二 童心社 7

５－３ 2014/6/13 雨の降らない島 絵本 ハンダ・トシヒト ビリケン出版

〃 ぱんつくったよ 絵本 平田昌広 平田景 国土社

ゴーゴーゴール 絵本 さこんらんこ かべやふよう フレーベル社

なんでやねん 絵本 中川ひろたか あおきひろえ 世界文化社

2014/9/26 なにをたべたかわかる 絵本 長新太 絵本館 3

光の旅かげの旅 絵本 アン・ジョナス 評論社 5

あたまがいけ 絵本 日野十成 斉藤隆夫 福音館 5

2014/10/24 なぞなぞなあに 絵本 いまきみち 福音館書店 4

あっぱれコン助 絵本 藤川智子 講談社 8

くものもいち 絵本 こしだミカ 福音館書店 3

2014/12/12 いちにちおもちゃ 絵本 ふくべあきひろ かわしまななえ PHP研究所 4

なべぶぎょう 絵本 穂高順也 亀澤裕也 あかね書房 6

2015/1/9 ゆきむすめ

ゆめみこぞう 紙芝居 若林一郎 童心社

2015/2/13 みかん 絵本 なかがわりえこ やまわきゆりこ 2

この世でいちばんすばらしい馬 絵本 ﾁｪﾝ･ｼﾞｬﾝﾎﾝ 平岡敦 10

ぐるぐるジュース 絵本 矢野アケミ アリス館 2

2015/3/13 たつのこたろう（上下巻） 紙芝居 松谷みよこ 久米宏一 童心社 15

５－４ 2014/6/13 ぞうさんがびっくり 絵本 すまいるママ 教育画劇 5

〃 へっぷりよめさま その他 松谷みよこ 講談社 5

めがねやとどろぼう 紙芝居 桂文我 東菜奈 童心社 5

2014/9/26 金色夜叉 紙芝居 尾崎紅葉 ｻﾜｼﾞﾛｳ 7

でてきたなーんだ？ 紙芝居 やべみつのり 童心社 7

2014/10/24 でてきたなーんだ？ 紙芝居 やべみつのり 童心社 7

タベールだんしゃく 絵本 さかもといくこ 5

ひみつのカレーライス 絵本 井上荒子 田中絹代 アリス館 5

おれのカミガタどこかへん 絵本 きたむらさとし ひさかたチャイルド 5

2014/12/12 ぱんつくったよ 絵本 平田昌広 国土社

ぐうたらサンタとはたらきもののひつじ 絵本 うすいかなこ にいるブックス

おまんじゅうのすきなとのさま 紙芝居 日下部由美子 童心社

2015/3/13 ふたりのあさごはん ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ



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)

なにをたべたかわかる？ 絵本 長新太 銀河社

パンダ銭湯 絵本 tuperatupera 絵本館

光の旅かげの旅 絵本 アン・ジョナス 評論社

５－５ 2014/9/26 ぴったりはまるの本 その他 佐藤雅彦 ポプラ社 4

〃 こぞうさんとりゅうのたま 絵本 はせがわかこ 大日本図書 6

2014/10/24 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 PHP研究所 4

おいしいぼうし 絵本 シゲタサヤカ 教育画劇 6

2014/12/12 みなみのしまのウチャチャ 絵本 おおともやすお 福音館 6

大きなかわ 絵本 中国の神話 福音館 7

2015/1/9 なぞなぞなあに 絵本 いまきみち 福音館書店 3

シニガミさん 絵本 宮西達也 えほんの社 5

なにをたべたかわかる？ 絵本 長新太 銀河社 3

2015/2/13 なんでやねん 絵本 中川ひろたか あおきひろえ 世界文化社

ゆきむすめ ストーリー 福音館

かえるをのんだととさん 絵本 日野十成 斉藤隆夫 福音館

2015/3/13 うえきばちです 絵本 川端誠 BL出版 2

どうするどうするあなのなか 絵本 木村裕一 高畑純 福音館書店 7

おおどろぼうマーサカサ 紙芝居 みやざきひろかず 教育画劇 6


