
１年生 　平成30年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪１学期≫byすみれ野の会

5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日

表紙

作者 　室井滋  松谷みよ子 　石井桃子 中川李枝子 　泉なほ  西村敏雄  三輪一雄 H.ウィルヘルム

出版社  金の星社  フレーベル館  福音館書店 福音館書店  金の星社  　学研   偕成社 　評論社

表紙

作者  加古里子  乾 栄里子 間瀬なおかた 小澤俊夫再話  こやま峰子  石津ちひろ 松谷みよ子 松谷みよ子
出版社 福音館書店  福音館書店 ひさかたチャイルド 福音館書店  金の星社 佼成出版社 フレーベル館 フレーベル館

表紙

作者 　サトシン
出版社  アリス館

表紙

作者  クリス・ホートン

出版社  ＢＬ出版
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１年生 　平成30年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

8月30日 9月6日 9月13日 9月27日 10月4日 10月11日 10月25日
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出版社
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１年生 　平成30年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

11月1日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日

表紙

作者

出版社

表紙

作者

出版社
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１年生 　平成30年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪３学期≫byすみれ野の会

1月10日 1月17日 1月24日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日
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作者

出版社
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２年生 平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪１学期≫byすみれ野の会

5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日

表紙

作者  村上康成  M.ワッデル  かこさとし E.トリビザス さとうわきこ ナカオマサトシ 佐々木マキ

出版社  徳間書店 　評論社 フレーベル館 　冨山房  福音館書店  福音館書店  ポプラ社 　絵本館

表紙

作者 ゆきのゆみこ  ラ・フォンテーヌ   加古里子  山本早苗 　加古里子 　木坂涼 よしむらあきこ  安里有生
出版社 ひさかたチャイルド  らくだ出版  福音館書店  ＢＬ出版  福音館書店 グランまま社  教育画劇 ブロンズ新社

表紙

作者  岸田衿子   加古里子 中川李枝子 　松居直 星野イクミ
出版社 福音館書店  福音館書店 福音館書店  福音館書店 フレーベル館

表紙

作者

出版社
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２年生 平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

8月30日 9月6日 9月13日 9月27日 10月4日 10月11日 10月25日

表紙

作者

出版社
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２年生 平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

11月1日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日
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出版社
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２年生 平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪３学期≫byすみれ野の会

1月10日 1月17日 1月24日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日

表紙

作者

出版社

表紙

作者

出版社
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３年生 平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪１学期≫byすみれ野の会

5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日

表紙

作者 　西本鶏介  かこさとし  Ｍ・ハウイット  安里有生 N.チャー二ン ラチーヒューム  かこさとし  Ｓ．ウォルスキー

出版社 　鈴木出版 フレーベル館 　　文溪堂 ブロンズ新社 光村教育図書 　小学館 　偕成社 セーラー出版

表紙

作者 　今野仁   加古里子 中川ひろたか 佐々木マキ 　木坂涼 　グリム さとうわきこ 馬場のぼる

出版社 秋田文化出版  福音館書店 　金の星社 　絵本館 グランまま社  金の星社 福音館書店  こぐま社

表紙

作者  Ｋ・クライス

出版社   WAVE出版

表紙

作者

出版社
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３年生 　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫ byすみれ野の会

8月30日 9月6日 9月13日 9月27日 10月4日 10月11日 10月25日
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作者

出版社

表紙

作者

出版社

表紙

作者

出版社

表紙

作者

出版社

http://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=64
http://ehonkan.co.jp/ehon/images/161.jpg
https://www.amazon.co.jp/%EF%BC%93%E3%81%B3%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%9F-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%B6%E3%82%B9/dp/4572003335/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1528357083&sr=1-1
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd116c4fce2167576/image/i6f2cc97e3da82987/version/1507273099/image.jpg
https://www.poplar.co.jp/img/cms/book/original/978-4-591-15531-8.jpg
http://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=64
http://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=64


３年生 平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫ byすみれ野の会

11月1日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日

表紙

作者

出版社
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３年生 平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪３学期≫ byすみれ野の会

1月10日 1月17日 1月24日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日
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４年生 　平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪１学期≫byすみれ野の会

5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日

表紙

　 松谷みよ子 Ｂ・エシャム 　サトシン  川崎大治  ゆきのゆみ   加古里子 日野原重明 いもとようこ

出版社  岩崎書店 　岩崎書店 　アリス館 　童心社  ひさかたチャイルド  福音館書店 　講談社  金の星社

表紙

作者 V・ホルツヴァルト 　星野道夫 　武田美穂 　征矢清   得田之久 　西本鶏介 よしむらあきこ

出版社 　偕成社 　小学館   WAVE出版 福音館書店  福音館書店 　鈴木出版  教育画劇

表紙

作者 さとうわきこ 　松居直

出版社 福音館書店  福音館書店
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４年生 　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

8月30日 9月6日 9月13日 9月27日 10月4日 10月11日 10月25日

表紙

作者

出版社
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４年生 　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

11月1日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日

表紙
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出版社
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４年生 　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪３学期≫byすみれ野の会

1月10日 1月17日 1月24日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日

表紙

作者

出版社
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５年生 　　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪１学期≫byすみれ野の会

5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日

表紙

作者 Ａ・ウォーカー  二宮由紀子  川崎大治 真珠まりこ M.ジャバアービン

出版社 　 偕成社 　文研出版 　童心社 　講談社 光村教育図書

表紙

作者 　 長田弘 いとうひろし   加古里子 P.ポラッコ 中川李枝子

出版社 　 講談社   講談社  福音館書店  岩崎書店 福音館書店

表紙

作者 Ｊ・クラッセン 　今泉忠明

出版社 クレヨンハウス 　高橋書店
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５年生 　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会
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５年生 　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会
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５年生 　平成３０年度　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪３学期≫byすみれ野の会

1月10日 1月17日 1月24日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日
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６年生 　平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪１学期≫byすみれ野の会

5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日

表紙

作者 　 北章介 さとうわきこ  安間繁樹 　原田剛  P.ポラッコ

出版社   　銀河社  福音館書店 福音館書店  ワイヤーオレンジ  岩崎書店

表紙

作者   D.スース  かこさとし ロディ・ドイル 真珠まりこ

出版社   BL出版 　　偕成社 フレーベル館 　講談社

表紙

作者

出版社
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６年生 　平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会
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６年生 　平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

11月1日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日
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６年生 　平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪３学期≫byすみれ野の会

1月10日 1月17日 1月24日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日
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出版社
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SRサポートルーム 平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪1学期≫byすみれ野の会

5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月21日 6月28日 7月5日

表紙

作者 なかやみわ 　西本鶏介 きむらゆういち 長谷川義史  MAYAMAXX  三輪一雄  瀬田貞二 E.トリビザス

出版社   童心社 　鈴木出版  福音館書店 　絵本館  KADOKAWA   偕成社  福音館書店 　冨山房

表紙

作者  間瀬なおかた　今泉忠明  山下明生  内田麟太郎   加古里子  富安陽子

出版社 ひさかたチャイルド 　高橋書店  ひさかたチャイルド 　 偕成社  福音館書店  福音館書店  福音館書店

表紙

作者  末崎茂樹
出版社  ひさかたチャイルド

表紙

作者

出版社
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SRサポートルーム 平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会
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SRサポートルーム 平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪２学期≫byすみれ野の会

11月1日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日
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SRサポートルーム 平成３０年度　　読み聞かせで読んでいただいた絵本≪３学期≫byすみれ野の会

1月10日 1月17日 1月24日 2月7日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日
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