
日付 組 タイトル 著者 出版社

おおきなき シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房

おしゃべりさん（おばけちゃん） さいとうしのぶ リーブル

おむすびころりん 香川美子 すずき出版

ウラパン　オコサ 谷川晃一 童心社

たべてあげる ふくべあきひろ 教育画劇

ぱんつくったよ 平田昌広 国土社

たなばたさま いもとようこ 金の星社

ママがおばけになっちゃった さく・のぶみ 講談社

3組 蜘蛛の糸 芥川龍之介 すずき出版

たなばたバス 藤本ともひこ すずき出版

トマトさん 田中　清代 福音館書店

8月のなぜなぜ 白岩等 チャイルド科学絵本館

いちにちおばけ ふくべあきひろ PHP研究所

おばけのひやめしや ささきみお ひさかたチャイルド

おおきなき シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房

おしゃべりさん（わさび） さいとうしのぶ リーブル

おばけのきもだめし 内田 麟太郎 岩崎書店

ほしのはなし 北野武 ポプラ社

おおきなき シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房

おしゃべりさん（わさび） さいとうしのぶ リーブル

まじょが かぜをひいたらね 高畠じゅんこ 理論社

まねきねこがっこう きたあいり PHP研究所

なぞかけえほん 入船亭扇里 小学館

これはすいへいせん 谷川俊太郎 金の星社

りゆうがあります ヨシタケシンスケ PHPわたしのえほん

だれもしらないバクさん
ぶーちゃんのもやもや

まつざわありさ 絵本塾出版

ぽんたのじどうはんばいき 加藤ますみ ひさかたチャイルド

つくもがみ 京極夏彦 岩崎書店

あなたは、だあれ？ あまんきみこ 小学館

1組 ミロとまほうのいし マーカス フィスター 谷川 俊太郎

お化け屋敷へようこそ 川端誠 BL出版

おばけやしきへおひっこし カズノ・コハラ 光村教育図書

みどりいろのたね たかどのほうこ 福音館書店

おしゃべりさん さいとうしのぶ リーブル

みどりいろのたね たかどのほうこ 福音館書店

おしゃべりさん さいとうしのぶ リーブル

おばけとこどものおうさま にしかわおさむ PHP研究所

じごくのさたもうでしだい もとしたいずみ ひかりのくに

ママがおばけになっちゃった！ のぶみ 講談社の創作絵本

さよならママがおばけになっちゃった！ のぶみ 講談社の創作絵本

3組 注文の多い料理店 宮沢賢治 童心社のかみしばい

おみくじ きた あいり BL出版

水は、 山下大明 福音館書店

シニガミさん 宮西達也 えほんの杜 

わらっちゃった 大島妙子 小学館

3組 注文の多い料理店 宮沢賢治 童心社のかみしばい

1組 のらねこソクラテス 山口タオ 岩崎書店 

さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高順也 ビリケン出版

あたしもびょうきになりたいな フランツ=ブンデンベルク 偕成社

カミさま全員集合！ 内田麟太郎 岩崎書店

あのな、これは、ひみつやで！ くすのきしげのり 偕成社

どんぐりむらのだいくさん なかやみわ 学研

ほげちゃん やぎたみこ 偕成社

みどりいろのたね たかどのほうこ 福音館書店

おしゃべりさん さいとうしのぶ リーブル

3組 七五三すくすくおいわいの日！ ますだゆうこ 文溪社

だじゃれ日本一周 長谷川義史 理論社

さみしがりやのサンタさん 内田麟太郎 岩崎書店

てんさらばさら　てんさらばさら わたりむつこ 福音館書店

あさえとちいさいいもうと 筒井頼子 福音館書店

3組 急行「北極号」 オールズバーグ あすなろ書房

この世でいちばんすばらしい馬 チェン・ジャンホン 徳間書店

オコジョのすむ谷 増田戻樹 あかね書房

2組 十二支のお節料理 川端 誠 BL出版

おたんじょうびのひ 中川ひろたか 朔北社

おならうた 谷川俊太郎 絵本館

シニガミさん 宮西達也 えほんの杜 

クマですが、イヌです ダイアンフォックス 光村教育図書

おかのうえのふしぎなき 山本省三 教育画劇

おはなしだいどころ さいとうしのぶ リーブル

あさえとちいさいいもうと 筒井頼子 福音館書店

なぜ？どうして？科学のお話 3年生
「霜柱はどうしてできるの？」

大山光晴 学研

ほしにむすばれて 谷川俊太郎 文研出版

狂言えほん『ぶす』 もとしたいづみ 講談社

3組 こぶとりたろう たかどのほうこ 童心社

ギリシャ神話ーサソリにさされたあばれんぼう 武井直紀 教育歌劇

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

くんぺいとだいおう 吉田道子 ひかりのくに

よくばりすぎたねこ さとうわきこ PHP研究所

狂言絵本　かみなり 内田 麟太郎 ポプラ社

狂言絵本　うそなき 内田 麟太郎 ポプラ社

ぼくのジィちゃん くすのきしげのり 佼成出版社

いわしくん 菅原たくや 文化出版局

3組 おかあさんの紙びな 長崎源之助 岩崎書店

川はどこからながれてくるの トマス・ロッカー 偕成社

しょうぶだ きしらまゆこ フレーベル館

メアリー・スミス アンドレア・ユーレン 光村教育図書

おっちょこちょいのオットさん 土屋富士夫 佼成出版社

狂言絵本　かみなり 内田 麟太郎 ポプラ社

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

10月12日

3組

2組

1組

10月19日
2組

1組

10月6日

3組
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3組

1組

9月29日 2組

3組

11月1日

1組

2組

2組

3組

11月9日

11月15日
2組

2組

1組

12月6日

1組

1月17日

1組

1月24日

1組

2組・3組

3組

2月15日

1組

2組

1組

2月23日

3組

7月6日

1組

2組

3組

7月13日

1組

2組

5月25日

1組

2組

3組

6月29日
2組

3月9日

1組

2組

3組

3月1日

1組

2組


