
年 月 回数 ジャンル タイトル 文 絵/写真 訳 出版社 読み手

2010 3月 84 「ぐりとぐらのおおそうじ」 なかがわりえこ やまわきゆりこ 福音館 大橋

「もりのなか」 マリー・ホール・エッツ まさきるりこ 福音館 梅田

わらべうた 「あぶくたった」 さいとう　しのぶ ひさかたチャイルド 伊藤

わらべうた 「たけのこめだした」 - 大山

「はるのちょう」 手島圭三郎 福武書店 梅田

「ふたごのかいぞく」 ウィリアム・ニコルソン 谷川俊太郎 復刊ドットコム 大山

日本昔話 「しょうととおにたいじ」 稲田和子　再話 川端たけお 福音館 伊藤

4月 85 わらべうた 「ととけっこうよがあけた」 こばやしえみこ案 ましませつこ こぐま社 下島

「ちょうちょう　ひらひら」 まどみちお にしまきかやこ フレーベル館 大山

「わたしのワンピース」 にしまきかやこ こぐま社 梅田

わらべうた 「なかなかホイ」 - 大山

「モーモーまきばのおきゃくさま」 マリー・ホール・エッツ やまのうちきよこ 偕成社 下島

かがく 「さくら」 長谷川摂子 やざまよしこ 福音館かがく 須加

スウェーデン 「ペレのあたらしいふく」 エルサ・ベスコフ おのでらゆりこ 福音館 大山

5月 86 おたんじょうびおめでとう パット・ハッチンス わたなべしげお 福音館 伊藤

すてきなおうち マーガレットワイズ・ブラウン Ｊ.Ｐ.ミラー 野仲柊 フレーベル館 梅田

そらいろの　たね なかがわりえこ おおむらゆりこ 福音館 大山

わらべうた いたいのいたいのとんでいけ 松谷みよこ 佐野洋子 偕成社 梅田

ノルウェー しごとをとりかえたおやじさん 山越　一夫　再話 山崎　英介 福音館 伊藤

ウラパン・オコサ 谷川　晃一 童心社 大山

みんなのベロニカ ロジャー・デュボアザン 神宮輝夫 童話館 梅田



6月 87 「ぞうくんのさんぽ」 なかのひろたか なかのまさたか 福音館 大橋

イギリス 「きょうはみんなでくまがりだ」 マイケルローゼン ヘレン・オクセンバリー 山口文生 評論社 梅田

ポーランド 「しずくのぼうけん」 マリア・テルリコフスカ ボフダン・ブテンコ うちだりさこ 福音館 須加

わらべうた 「だいこんつけ」 「ほたるこい、やまみちこい」 伊藤・下島

「ピーターのくちぶえ」 エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじまはじめ 偕成社 下島

「続・これがほんとの大きさ！
古代の生きものたち」 スティーブ・ジェンキンズ スティーブ・ジェンキンズ 佐藤見果夢 評論社 福田

中国・ミャオ族 「あかりの花」 採話・肖甘牛、君島久子 赤羽末吉 福音館 伊藤

7月 88 「からだのなかで　ﾄｭﾝﾄｭﾝﾄｭﾝ」　　 木坂　涼 あべひろし 福音館 伊藤

ラオス・モン族 「かたつむり　と　さる」 ヤン・サン　再話 ハー・ダン
刺繍モンのこどもたち やすい　きよこ 福音館 梅田

「あめのひ　きのこは・・」 ミラ・ギンズバーグ アルエーゴ＆デューイ くりやがわけいこ 偕成社 福田

わらべうた なかなかほい
せんぞうやまんぞうぞ 下島

日本昔話 「ふるやのもり」 瀬田貞二　再話 田島征三 福音館 下島

「あめふりのおおさわぎ」 ディビッド・シャノン ディビッド・シャノン 小川仁央 徳間書店 大山

スリランカ 「かさどろぼう」 シビル・ウェッタシンハ シビル・ウェッタシンハ いのくまようこ フレーベル館 伊藤

8月 89 特大絵本 「おばけのてんぷら」 せな　けいこ せな　けいこ ポプラ社 大橋

「おばけのかいすいよく」 川端　まこと 川端　まこと BL出版 伊藤

「おばけのドライブ」 スズキ　コージ スズキ　コージ ビリケン出版 梅田

てあそびうた 鬼太郎おばけの手あそび 渡辺

「くらーい　くらい」 ルース・ブラウン ルース・ブラウン 祐学社 下島

科学 「しゃぼんだまとあそぼう」 杉山弘之・輝行 吉村則人（写真） 福音館かがくのとも 大山

あそび シャボン玉あそび



9月 90 「おひさまはどこへいくの？」 ミラ・ギンズバーグ アルエーゴ＆デューイ いしいかずこ ほるぷ出版 梅田

「きれいずきティッチ」 パット・ハッチンス パッ・トハッチンス 星川なつよ 童話館出版 大橋

「おちゃのじかんにきたとら」 ジュディス・カー ジュディス・カー はるみこうへい 童話館出版 伊藤

わらべうた いちばち　とっまった 伊藤

「ひぐまのあき」 手島圭三郎 手島圭三郎 福武書店 須加

アメリカ 「パンプキン」 ケン・ロビンズ 写真・ケンロビンズ 千葉茂樹 BL出版 伊藤

フランス 「月と少年」 エリック・ピュイバレ エリック・ピュイバレ 中井珠子 アシェット夫人画報社 大山

10月 91 パークシティーあきまつり　テント小屋にて

ロシア民話 パネルシアターにて「３びきのくま」 トルストイ　 バスネツォフ おがさわらとよき 福音館 大山

わらべうた ほっぺをつんこんぱん 大橋

わらべうた ホットケーキやいて 伊藤

１１月 92 ロシア 「もりのてぶくろ」 ナターリャ・チェルーシナ ナターリャ・チェルーシナ 八百板　洋子 福音館 伊藤

イギリス 「はる、なつ、あき、ふゆ」 ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 岸田衿子 ほるぷ出版 大山

イギリス 「かぼちゃスープ」 ヘレン・クーパー ヘレン・クーパー せなあいこ アスラン書房 福田

わらべうた かれっこやいて 伊藤

ボリビア 「太陽と月になった兄弟」 秋野鞆子　再話 秋野鞆子 福音館 大山

「おとうさんのちず」 ユリ・シュルビッツ ユリ・シュルビッツ さくまゆみこ あすなろ書房 須加

アフガニスタン 「ぼくの村にサーカスがきた」 小林豊 小林豊 ポプラ社 book talk福田

１２月 93 「ねずみのいえさがし」 ヘレン・ピアス ヘレン・ピアス 松岡享子 童話屋 正木

「ぎんいろのクリスマスツリー」 パット・ハッチンス パッ・トハッチンス わたなべしげお 偕成社 伊藤

「クリスマスものがたり」（しかけ絵本） トミー・デ・パオラ トミー・デ・パオラ きたむらまさお 大日本絵画 下島



わらべうた 火もろ火もろ 下島

メキシコ 「クリスマスのつぼ」 ジャック・ケント ジャック・ケント 清水真砂子 ポプラ社 大橋

「ゆき」 ユリ・シュルビッツ ユリ・シュルビッツ さくまゆみこ あすなろ書房 福田

あそび ペーパークリスマスツリーをつくろう！

メキシコのピニャータ

2011 １月 94 科学 「パンダにあった」 岩合光昭 写真　岩合光昭 福音館かがくのとも 伊藤

「ぐりとぐらとくるりくら」 中川りえこ やまわきゆりこ 福音館書店 福田

わらべうた お手玉あそび　おおさむこさむ　他 大山・伊藤

ロシア 「うさぎのいえ」 内田莉紗子　再話 丸木俊 福音館 須加

アフリカ 「ワンガリの平和の木」 ジャネット・ウィンター ジャネット・ウィンター 福本友美子 BL出版出版 梅田

メキシコ 「うさぎのみみはなぜながい」 北川民次 北川民次 福音館 大山

2月 95 「ねこがいっぱい」 グレース・スカール グレース・スカール やぶきみちこ 福音館

「ゆきのひ」 エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじまはじめ 偕成社

「くまのコールデン」 ドン・フリーマン ドン・フリーマン 松岡享子 偕成社

わらべうた ゆきこんこあめこんこ

「てぶくろがいっぱい」 フローレンス・スロボトキン ルイス・スロボトキン 三原　泉 偕成社 須加

「きたきつねのゆめ」 手島圭三郎 手島圭三郎 福武書店 梅田

日本の昔話 「つるにょうぼう」 矢川澄子　再話 赤羽末吉 福音館 大山

3月 96 大型絵本 「だるまさんが」 かがくいひろし ブロンズ新社

「ぽとんぽとんはなんのおと」 神沢利子 平山英三 福音館

「かしこいビル」 ウィリアム・ニコルソン ウィリアム・ニコルソン 松岡享子・吉田新一 ペンギン社



わらべうた ずくぼんじょずくぼんじょ

語り 「おいしいおかゆ」 グリム童話 東京こども図書館

「くんちゃんのはじめてのがっこう」 ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社

「チャンティクリアときつね」 バーバラ・クーニー バーバラ・クーニー ひらのけいいち ほるぷ出版

4月 97 「なーんだ　なんだ」 かずこGストーン かずこGストーン 童心社

「ぽとんぽとんはなんのおと」 神沢利子 平山英三 福音館

「かしこいビル」 ウィリアム・ニコルソン ウィリアム・ニコルソン 松岡享子・吉田新一 ペンギン社

わらべうた たけのこめだした

「よくぞごぶじで」 ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ・ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ・ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ 江國香織 BL出版 須加

「くんちゃんのはじめてのがっこう」 ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社

「チャンティクリアときつね」 バーバラ・クーニー バーバラ・クーニー ひらのけいいち ほるぷ出版 大山

5月 98 「ねずみのともだちさがし」 ヘレン・ピアス ヘレン・ピアス 松岡享子 童話屋 大橋

「うえきやのくまさん」 ウォージントン ウォージントン まさきるりこ 福音館 梅田

「ねぇ、どれがいい？」 ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム まつかわまゆみ ほるぷ出版 福田

わらべうた にぎりぱっちり 下島・伊藤

わらべうた うまはとしとし 下島・伊藤

わらべうた ももやももや 下島・伊藤

わらべうた うえからしたから大かぜこい 下島・伊藤

語り 「おいしいおかゆ」 グリム童話 東京こども図書館 下島

「どろんこのおともだち」 バーバラ・マクリントック バーバラ・マクリントック 福本友美子 ほるぷ出版 伊藤

「1つぶのおこめ」 デミ デミ さくまゆみこ 光村教育図書 須加



6月 99 「よかったね　ねずみさん」 ヘレン・ピアス ヘレン・ピアス 松岡享子 童話屋 大橋

「ちいさなきいろいかさ」 にしまきかやこ もりひさし 金の星社 伊藤

「たーちゃんとペリカン」 ドン・フリーマン ドン・フリーマン さいおんじさちこ ほるぷ出版 梅田

わらべうた ほたるこい　やまみちこい 伊藤

せんぞや　まんぞうぞ 下島

「モグとうさポン」 ジュディス・カー ジュディス・カー 三原　泉 あすなろ書房 伊藤

「たいせつなこと」 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾜｲｽﾞ・ﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾜｲｽﾞ・ﾌﾞﾗｳﾝ うちだややこ フレーベル館 福田

日本の昔話 「くわずにょうぼ」 稲田和子　再話 赤羽末吉 福音館 下島

7月 100 大型絵本 ｢もこもこもこ」 谷川　しゅんたろう 元永　定正 文研出版 梅田

大型絵本 「わにわにのおふろ」 小風さち 山口マオ 福音館 福田

大型絵本 「ガンピーさんのふなあそび」 ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 光吉夏弥 ほるぷ出版 大山

わらべうた ねずみねずみどこいきゃ　他 柴崎妙子さん

日本の昔話 「ねずみのすもう」 瀬田貞二　再話 おはなしのろうそく 柴崎妙子さん

ロシアの昔話 「アリューヌシカとイワーヌシカ」 柴崎妙子さん

9月 101 幼児絵本 「おつきさま　すーやすや」 青山左門 青山左門 福音館こどもとも０１２ 伊藤

幼児絵本 「くまとりすのおやつ」 きしだえりこ 堀内誠一 福音館 大橋

「でておいで　ねずみくん」 ロバート・クラウス アルエーゴ＆デューイ まさきるりこ アリス館 梅田

わらべうた きりすちょん 下島

語り イギリスのむかしばなし「ミアッカどん」 ジェイコブズ 石井桃子 福音館 大山

ロシアの昔話 「ガラスめだまときんのつののヤギ」 スズキ・コージ 田中かな子 福音館 下島

日本の昔話 「ばけくらべ」 松谷みよこ 瀬川康男 福音館 伊藤



10月 102 日本の昔話 大型ペープサート「かにむかし」 木下順二 清水崑 岩波書店 メンバー全員

（秋祭り）

11月 103 幼児絵本 「ふしぎなたまご」 ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 梅田

「ゆうびんやのくまさん」 フィービー＆セルビ・ウォージントン まさきるりこ 福音館 下島

グリム昔話 「７ひきのこやぎ」 フェリックス・ホフマン 瀬田貞二 福音館 福田

わらべうた ホットケーキやいて 伊藤

語り ノルウェイの昔話「ホットケーキ」 おはなしのろうそく１８ 松岡享子 東京子ども図書館 高橋

韓国の昔話 「とらとほしがき」 パク・ジェヒョン パク・ジェヒョン おおたけきよみ 光村図書 伊藤

「ちいさなたいこ」 松岡享子 秋野不矩 福音館 大山

1２月 104 絵本 「クリスマスのまえのよる」 クレメント・ムーア ロジャー・デュボアザン こみやゆう 童話館 福田

おと絵語りさんをむかえて

おと絵語り 「びんぼう神と福の神」 カトウタエコ・梅本美雪作曲 おと絵語り おと絵語り

おと絵語り 「げんまんじぞう」 中尾順子・並木尚美作曲 おと絵語り おと絵語り

おと絵語り 「しばり松」 萩坂昇　編 中尾順子・並木尚美作曲 おと絵語り おと絵語り

2012 1月 105 絵本 「ふゆのき」 ふりやなな ふりやなな 福音館０・１・２ 梅田

ロシアの昔話 「てぶくろ」 ﾗﾁｮﾌ　再話 ラチョフ うちだりさこ 福音館 大橋

絵本 「ふゆのあさ」 村上康成 村上康成 ひかりのくに 下島

わらべうた あんたがたどこさ 伊藤

わらべうた でんでらりゅうば 伊藤

絵本 「ゆきだるまのスﾉｰぼうや」 ﾋﾄﾞ･ﾌｧﾝヘネヒテン ﾋﾄﾞ･ﾌｧﾝヘネヒテン のさかえつこ フレーベル館 伊藤

絵本 「とらのじゅうたんになりたかったトラ」 ジェラルド・ローズ ジェラルド・ローズ ふしみみさお 岩波書店 梅田



（中国の昔話） （おうさまと九人のきょうだい） 赤羽末吉 福音館 （高橋）

絵本 「こすずめのぼうけん」 ルイス・エインワース 堀内誠一 石井桃子 福音館 高橋

2月 106 幼児絵本 「まめのがぞえうた」 西内みなみ 和歌山静子 すずき出版 須加

日本の昔話 「こぶじいさま」 松居直 赤羽末吉 福音館 梅田

わらべうた ふくすけさん、豌豆がこげるぞ（指あそび） ひもろひもろ 大山

絵本 「アンガスとあひる」 マージョリー・フラック マージョリー・フラック 瀬田貞二 福音館 大山

絵本 「きつねとねずみ」 ビアンキ 山田三郎 内田莉莎子 福音館 大橋

おはなし絵本 「こねこのチョコレート」 Ｂ．Ｋ．ウィルソン 大杜玲子 小林いづみ こぐま社 高橋

3月 107 幼児絵本 「おはなをどうぞ」 三浦太郎 三浦太郎 のら書店 梅田

絵本 「電車がくる」 遠山繁年 遠山繁年 教育画劇 伊藤

わらべうた ちゅうちゅこっことまれ たけのこめだした 下島

語り（グリム） 「おいしいおかゆ」（おはなしのろうそく１） 東京子ども図書館 高橋

絵本 「はなをくんくん」 ルース・クラウス マーク・サイモント きじまはじめ 福音館 須加

絵本 「ありこのおつかい」 石井桃子 中川そうや 福音館 大山

4月 108 幼児絵本 「どーこだ　どこだ」 カズコ・G・ストーン 童心社 渡辺

幼児絵本 「おべんとう」 小西英子 福音館書店 大橋

絵本 「みにくい　ことりの子」 イザベル・ボナモー ふしみみさお あすなろ書房 伊藤

わらべうた はなのの　ののはな 谷川俊太郎 下島

語り 「おいしい　おかゆ」（子ども文庫の会） グリム童話 大山

絵本 「たまごって　ふしぎ」 アリス＆マーティン・プロベンセン こみやゆう 講談社 下島

あそび たまごであそぼう！ 参加ﾒﾝﾊﾞｰ



5月 109 幼児絵本 「こぐまちゃんとふうせん」 わかやまけん こぐま社 福田

絵本 「わたしのだいすきなどうぶつは・・・」 フローラ・マクダレル こだまともこ 冨山房 伊藤

絵本 「ひよことむぎばたけ」 フランチシェク・フルビーン ブデネック・ミレル きむらゆうこ ひさかたチャイルド 大山

わらべうた もーもや　ももや

絵本 「おかあさん　だいすき」 マージョリー・フラック 光吉夏弥 岩波書店 下島

語り 「ヤギとライオン」 トリニダート・トバコの昔話 実業之日本社 高橋

絵本 「こしおれすずめ」 瀬田貞二　再話 瀬川康男 福音館書店 須加

6月 110 絵本 「ねえねえあそぼ」 ガース・ウィリアムズ 木本栄 講談社 大橋

絵本 「とらた　と　まるた」 なかがわりえこ なかがわそうや 福音館書店 下島

絵本 「ピッツァぼうや」 ウィリアム・スタイグ 木坂涼 セーラー出版 梅田

わらべうた

紙芝居 「おとうさん」 ｽﾏﾄﾗ民話/与田準一　脚本 田畑精一 童心社 須加

写真絵本 「きのこ」 埴沙萌 ポプラ社 大山

絵本 「びんぼうこびと」 ｳｸﾗｲﾅ民話/内田莉沙子　再話 太田大八 福音館書店 伊藤

7月 111 幼児絵本 「ちいさなふね」 笠野裕一 福音館書店

絵本 「かにのしょうばい」 新美南吉 山口マオ すずき出版

大型絵本 「せんたくかあちゃん」 さとうきわこ 福音館書店

わらべうた

写真絵本 「だれだかわかるかい？」 今森光彦 福音館書店

絵本 「あっ　おちてくる　ふってくる」 ジーン・ジオン ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ まさきるりこ あすなろ書房

語り 「みつけどり」 グリム童話



9月 112 幼児絵本 「こんにちは　あかちゃん」 メム・フォックス スティーブ・ジェンキンズ 角野栄子 福音館書店 大山

絵本 「どこはいったの、お月さま」 フランク・アッシュ 山口文生 評論社 大橋

大型絵本 「きょだいな　きょだいな」 長谷川摂子 降矢なな 福音館書店 梅田

わらべうた 大山

絵本 「おつきさまは　よる　なにをしているの？」 アンネ・エルボー 木本栄 ひくまの出版 大橋

絵本 「あたごの浦ー讃岐のおはなし」 脇和子/脇明子　再話 大道あや 福音館書店 梅田

絵本 「ライオンとねずみ」　古代エジプトの昔話 リーセ・マニケ 岩波書店 大山

10月 113 日本の昔話 大型ペープサート「ふしぎなたいこ」 石井桃子 清水崑 岩波書店 メンバー全員

（秋祭り）

11月 114 幼児絵本 「おいもさんがね」 とよたかずひこ 童心社

幼児絵本 「うれしいさん　かなしいさん」 松岡享子 東京子ども図書館

写真絵本 「森のおく　湖のほとり　ﾉｰｽｳｯｽﾞを旅して」 大竹英洋 福音館書店

わらべうた

絵本 「ちいさなたいこ」 松岡享子 秋野不矩 福音館書店

絵本 「サリーのこけももつみ」 ロバート・マックロスキー 石井桃子 岩波書店

語り 「三枚のお札」（おはなしのろうそく５） 東京子ども図書館

1２月 115 幼児絵本 「いっしょにあそぼ　しましまぐるぐる」 あしわらあきお 学研出版

写真絵本 「きらきら」　雪の結晶のはなし 谷川俊太郎 吉田六郎 アリス館

絵本 「くろうまブランキー」 伊東三郎　再話 堀内誠一 福音館書店

わらべうた

絵本 「くまのコールデンくん」 ドン・フリーマン 松岡享子 偕成社



語り 「あなのはなし」（おはなしのろうそく４） ミラン・マラリーク 間崎ルリ子 東京子ども図書館

絵本 「ペチューニアのクリスマス」 ロジャー・デュボアザン 乾侑美子 祐学社

2013 1月 116 絵本 「十二支のしんねんかい」 みきつきみ 柳原良平 こぐま社 大橋

絵本 「やぁゆきだるま！」 ロイス・エイライト ふじさきなおこ 偕成社 梅田

絵本 「へびのクリクター」 トミー・ウンゲラー 中野完二 文研出版 福田

わらべうた あめこんこん　ゆきこんこん 下島

日本の昔話 「かさじぞう」 瀬田貞二　再話 赤羽末吉 福音館書店 伊藤

写真絵本 「あんな雪　こんな氷」 高橋喜平 講談社 須加

日本の神話 「やまたのおろち」 舟崎かつひこ再話 赤羽末吉 あかね書房 下島

2月 117 幼児絵本 「なーらんだ」 三浦太郎 こぐま社 須加

幼児絵本 「ちびすけ　どっこい」 こばやしえみこ　案 ましませつこ こぐま社 大山

絵本 「やまのおふろやさん」 とよたかずひこ ひさかたチャイルド社 梅田

大型絵本 「ぐるんぱのようちえん」 西内ミナミ 堀内誠一 福音館書店 大山

わらべうた ぐるんぱのうた、ずくぼんじょ　ずくぼんじょ 大山

写真絵本 「はるのはやしでみつけたよ」 澤口たまみ 細川剛 福音館書店 須加

絵本 「ねこのおきゃくさま」 シビル・ウェッタシンハ 松岡享子 福音館書店 伊藤

3月 118 絵本 「おひさまは　よる　どこへいくの？」 ミラ・ギンズバーグ アルエゴ＆デュウェイ 石井かずこ ほるぷ出版 下島

幼児絵本 「とんとん　どんどん」 中川ひろたか 村上康成 PHP研究所出版 大橋

写真絵本 「まちには　いろんな　かおがいて」 佐々木マキ 福音館書店 須加

絵本 「おおきくなるって　いうことは」 中川ひろたか 村上康成 童心社 須加

わらべうた 下島



絵本 「ハリーのセーター」 ジーン・ジオン 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 伊藤

絵本 「根っこのこどもたち　目をさます」 ヘレン・ディーン・フィッシュ ジビレ・フォン・オルファース 石井桃子 童話館 大山

日本の昔話 「みるなのくら」 おざわとしお再話 赤羽末吉 福音館書店 梅田

4月 119 幼児絵本 「ちょうちょう　ひらひら」 まどみちお にしまきかやこ こぐま社 福田

絵本 「たんぽぽ」 平山和子 北村四郎　監修 福音館書店 須加

絵本 「いいから　いいから」 長谷川義史 絵本館 山本

紙芝居 「ばけくらべ」 松谷みよこ　脚本 亀井三恵子 童心社 伊藤

わらべうた 下島

絵本 「ピーターのくちぶえ」 エズラ・ジャック・キーツ きじまはじめ 偕成社 梅田

絵本 「うんがにおちたうし」 フィリス・クラシロフスキー ピーター・スパイアー みなみもとちか ポプラ社 大山

5月 120 幼児絵本 「くろねこかあさん」 東君平 福音館書店 大橋

絵本 「そうっとそうっと　さわってみたの」 三宮麻由子 山村浩二 福音館書店 伊藤

絵本 「どれが　ぼくかわかる？」 カーラ・カスキン よだしずか 偕成社 大山

わらべうた おちょず　おちょず、大根つけ、　　　　　　　　　竹の子芽出した 伊藤

大型絵本 「からすのパンやさん」 かこさとし 偕成社 須加、大山

絵本 「ロバのシルベスターとまほうの小石」 ウィリアム・スタイグ 瀬田貞二 評論社 福田


