
 

   

♪♪♪ 春の 15 分プログラム ♪♪♪ 

     詩「あいさつ」（『のはらうた １』 ）        

 Ａ   『春』 （五味太郎／作  絵本館）      

     『はじめは「や！」』  
 

手遊び「キャベツのなかから」 

Ｂ  『ガブリエリザちゃん』 

     『はるのたんぼ』 

♪♪♪ 夏の 15 分プログラム ♪♪♪ 

   『おとうさん』                                

    『せんたくかあちゃん』                       
   

『トマトのひみつ』    

Ｂ   『みずまき』                             

『にんじゃあまがえる』

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

いっすんぼうし いしいももこ/文 あきのふく/絵 福音館書店 1965 12分 

ウラパン・オコサ 谷川晃一/作 童心社 1999 4分 

おおきなのはら 
ジョン・ラングスタッフ/文 フォードル・  
ロジャンコフスキー/絵 さくまゆみこ/訳  

光村教育図書 2000 8分 

ガブリエリザちゃん Ｈ．Ａ．レイ/作 今江祥智/訳 文化出版局 1982 5分 

くいしんぼうのはなこさん いしいももこ/文 なかたにちよこ/絵 福音館書店 1965 11分 

さびしいはさびしくない 内田麟太郎/作 田頭よしたか/絵 教育画劇 2002 7分 

すみれとあり 矢間芳子/作 福音館書店 2002 6分 

ダチョウのくびはなぜなが
い？ 

ヴァーダ・アーダマ/文 マーシャ・ブラ
ウン/絵 まつおかきょうこ訳  

冨山房 1996 9分 

はじめは「や！」 香山美子/作 むかいながまさ/絵 鈴木出版 1997 4分 

はるのたんぼ 菅原久夫/文 高森登志夫/絵 福音館書店 1986 5分 

よかったねネッドくん レミー・チャーリップ/作 八木田宣子/訳 偕成社 1969 4分 

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子/文 降矢奈々/絵 福音館書店 1997 11分 

おとうさん スマトラの民話より
（紙芝居）  

与田準一/脚本 田畑精一/画 童心社 1998 8分 

カブトくん タダサトシ/作 こぐま社 1999 7分 

すいかのたね さとうわきこ/さく・え 福音館書店 1987 7分 

せんたくかあちゃん さとうわきこ/さく・え 福音館書店 1982 7分 

たなばた 君島久子/再話 初山滋/画 福音館書店 1981 8分 

トマトのひみつ 山口進/文･写真 福音館書店 1994 6分 

にんじゃあまがえる 榎本功/写真･撮影 松井孝爾/監修 ひさかたチャイルド 2006 6分 

みずまき 木葉井悦子/作･絵 講談社 1994 4分 

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子/作 ふりやなな/画 福音館書店 1990 7分 

  春春春
はははるるる

   

  夏夏夏
なななつつつ

   

  おすすめ読み聞かせ絵本リスト 

    ～１・２年生～ 

どちらも、大型があります。どちらかを大型にするだけで、こどもたちは、大喜び。 

あたらしいともだちとなかよくなれる楽しいおはなし会。 

手遊びと、ガブリエリザちゃんを楽しんだ

後に、科学絵本をゆったりと眺めてくれた

らいいな。 

 夏の身近な自然をとらえた写真絵本のプログラム。 

Ａ 
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タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

オオカミクン グレゴワール・ソロタレフ/作 堀内紅子/訳 福武書店 1991 8分 

おちばのしたをのぞいてみたら 皆越ようせい/写真と文 ポプラ社 2000 8分 

おちばひらひら 七尾純/文 久保秀一/写真 偕成社 2002 6分 

かにむかし 木下順二/文 清水崑/絵 岩波書店 1976 13分 

ケチルさんのぼうけん たかどのほうこ/さく・え フレーベル社 1998 12分 

こいぬがうまれるよ 
ジョアンナ・コール/文 ジェローム・  
ウェクスラー/写真 つぼいいくみ訳 

福音館書店 1982 7分 

さつまのおいも 中川ひろたか/文 村上康成/絵 童心社 1995 4分 

ざぼんじいさんのかきのき すとうあさえ/文 織茂恭子/絵 岩崎書店 2000 9分 

だいくとおにろく 松居直/さく 赤羽末吉/え 福音館書店 1962 6分 

パパ、お月さまとって！ エリック＝カール/さく もりひさし/やく 偕成社 1986 5分 

♪♪♪ 秋の 15 分プログラム ♪♪♪    
   

    『おちばのしたをのぞいてみたら』    ただのおちばも見逃さない。帰り道が楽しくなりそう。 

『ざぼんじいさんのかきのき』      さて次はどうするの？どうなるの？ 

 

     『さつまのおいも』             ゆかいといえばこの 2冊。 

『ケチルさんのぼうけん』         さあ、みんなでおもいっきり笑おうね。 

 

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

いもころがし (紙芝居) 川崎大治/作 前川かずお/画 童心社 1985 6分 

かさじぞう (紙芝居) 松谷みよ子/脚本 まつやまふみお/画 童心社 1986 6分 

かさじぞう 瀬田貞二/著 赤羽末吉/絵  福音館書店 1974 11分 

くまのコールテンくん 
ドン＝フリーマン/さく            
まつおかきょうこ/やく 

偕成社 1982 8分 

そりあそび さとうわきこ/さく・え 福音館書店 1994 6分 

てぶくろ （ウクライナ民話） 
エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ/え       
うちだりさこ/やく 

福音館書店 1965 5分 

リボンのかたちのふゆのせいざ
オリオン 

八板康麿/写真と文 杉浦範茂/絵と構成  福音館書店 1991 2分 

ふゆめがっしょうだん 富成忠夫、茂木透/写真 長新太/文 福音館書店 1990 12分 

ぼくびょうきじゃないよ 角野栄子/さく 垂石真子/え  福音館書店 1994 8分 

まゆとおに 富安陽子/さく 降矢なな/絵 福音館書店 2004 5分 

ゆきのひ Ｅ．Ｊ．キーツ/さく きじまはじめ/やく 偕成社 1983 3分 

♪♪♪ 冬の 15 分プログラム ♪♪♪    

    『リボンのかたちのふゆのせいざオリオン』   

『かさじぞう』（紙芝居） 

科学絵本と紙芝居の組み合わせ。 

   『ふゆめがっしょうだん』           紙芝居はいつもよりオーバーに読んで楽しんでください。 

『いもころがし』（紙芝居） 

  秋秋秋
あああききき

   

  冬冬冬
ふふふゆゆゆ

   

  おすすめ読み聞かせ絵本リスト 

     ～１・２年生～ 
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