
【クラス】 【本の題名】 【内容】 【本のジャンル】 【所要時間】
エパミナンダス 面白い その他 ～7分

注文の多い料理店 面白い 物語 ～7分
まほうの夏 楽しい,ほのぼの 絵本 ～7分

アディニファスの英雄 面白い 昔話 ～5分
セロひきのゴーシュ ほのぼの 物語 ～7分

きのうの夜おとうさんがおそく帰った、そのわけは… 楽しい,面白い,ほのぼの 物語 ～7分
えんぎかつぎの　だんなさん 楽しい,面白い 絵本 ～7分

なぞなぞライオン 楽しい,面白い,ほのぼの 物語 ～5分
おかあちゃんがつくったる 楽しい 絵本 ～9分
佐賀のがばいばあちゃん 楽しい,面白い 物語 ～7分

ウエズレーの国 楽しい 絵本 ～5分
綱渡りの男 面白い,感動 絵本 ～9分

びんぼうがみじゃ 楽しい,面白い,ほのぼの 絵本 ～7分
えんぎかつぎのだんなさん 楽しい,面白い 絵本 ～7分

綱渡りの男 面白い,感動 絵本 ～7分
おこだでませんように せつない 絵本 ～7分

うまれたよ！モンシロチョウ ほのぼの,学び 科学・自然科学 ～5分
まつげの海のひこうせん ほのぼの 絵本 ～7分
佐賀のがばいばあちゃん 楽しい 物語 ～7分

へっこきよめどん 楽しい,面白い 絵本 ～7分
いのちのまつり ほのぼの 絵本 ～7分

えほん寄席より  大安売り 楽しい,面白い 落語 ～7分
ありがとうの約束 せつない,学び 物語 ～5分

たすけとヒコ 面白い 昔話 ～9分
海のおっちゃんになったぼく ほのぼの 絵本 ～7分

モチモチの木 ほのぼの,学び 絵本 ～7分
ぶんぶくちゃがま 面白い 昔話 ～7分
あきになくむし 学び 科学・自然科学 ～9分

ともだち 学び その他 ～5分
ぼくらは知床探検隊 楽しい,学び 物語 10分～
バスラの図書館員 学び その他 ～7分

へいわってどんなこと？ 学び 絵本 ～5分
このよでいちばんはやいのは 学び 科学・自然科学 ～7分

おかあちゃんがつくったる 楽しい,ほのぼの 絵本 ～7分
ほんとうのことをいってもいいの？ 学び 絵本 10分～

アディニファスの英雄 面白い 昔話 ～7分
聖ニコラスがやってくる！ ほのぼの 絵本 ～7分
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【クラス】 【本の題名】 【内容】 【本のジャンル】 【所要時間】
狂言えほん しどうほうがく 楽しい,面白い 絵本 ～5分

たなばたものがたり 学び 物語 ～9分
いのちのまつり ほのぼの 絵本 ～7分
素話『こんな顔』 怖い 昔話 ～5分

月のかがく 学び 科学・自然科学 ～7分

【クラス】 【本の題名】 【内容】 【本のジャンル】 【所要時間】
ちょうずまわし つる 面白い 落語 ～7分

ひろしまのピカ 悲しい,せつない,怖い,学び,その他 絵本 10分～
僕は46億歳 楽しい,学び 科学・自然科学 ～9分
白いぼうし ほのぼの 物語 ～3分

10分で読める伝記 若田光一 楽しい,感動,学び 伝記 ～9分
素話『こんな顔』 怖い 昔話 ～5分

おかあさんのこうかん日記 感動,学び 物語 ～7分
ほしとたんぽぽ 学び 詩集 ～5分
弁慶と牛若丸 学び 昔話 ～7分
エパミナンダス 楽しい,面白い 物語 ～7分

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 学び その他 ～7分
綱渡りの男 楽しい 物語 ～7分
僕は46億歳 学び 絵本 ～9分

おはなしのだいすきな王さま 楽しい,面白い 昔話 ～7分
野ばら 悲しい,せつない,感動 物語 ～7分

うなぎにきいて 楽しい 落語 ～5分
からすのてんぷらやさん 楽しい 絵本 ～7分

はなとひみつ ほのぼの 絵本 ～5分
おかあさんのこうかん日記 感動,学び 物語 ～7分
レモンをお金にかえる法 学び 物語 ～7分

さらやしきのおきく 面白い 落語 ～5分
白いぼうし、やまねこおことわり ほのぼの 物語 ～9分
佐賀のがばいばあちゃん 第5章 楽しい,感動,学び 物語 ～9分

おんちょろちょろ 楽しい,面白い 昔話 ～5分
素話『だくだく』 楽しい 落語 ～3分

ぜつぼうの濁点 せつない,学び 物語 ～9分
ウェズレーの国 楽しい 物語 ～9分

ネコ 面白い その他 ～7分
弁慶と牛若丸 学び 物語 ～7分

地獄 怖い,学び その他 ～9分
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