
 2018年読み聞かせ一覧
年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ５組

・まっくろネリノ ・やさいのおなか ・へんしんトンネル ・くまくん

・くろねこかあさん ・あっちゃんのはたけ ・せんたくかあちゃん

・ぐりとぐらのかいすいよ
く

・かみさまからのおくりもの・おなかをみせて！・どうするジョージ！ ・いわしくん

・Let's Find Koa! ・しゅくだい ・ちいさな きいろいかさ ・ダンスのすきなワニ ・あさがお

・水晶さがしにいこう ・あさがお ・うそうそかわうそのむかしばなし ・えがないえほん ・こすずめのぼうけん

　　ひけつとこころえ ・いわしくん ・なつのいちにち ・ちいさなヒッポ

・まんまるおつきさまをおいかけて ・すてきなあまやどり・きつねのかみさま ・かぶとむしのぶんちゃん

・よかったね　ネッドくん ・よかったねネッドくん ・こんなことってあるかしら？ ・とべ！ちいさいプロペラき

・おさがり ・かぼちゃばたけのはたねずみ
・こんとごんてんてんありなしのま
き ・おうさまのたからもの ・てのひらかいじゅう

・いちにちぶんぼうぐ・さつまのおいも ・万次郎さんとおにぎり ・びっくりまつぼっくり

・そらいろのたね ・イエぺはぼうしがだいすき ・おいもほり ・どうぞのいす

・すーべりだい ・はじめてのふゆ ・ほしじいたけほしばあたけ ・ざぼんじいさんのかきのき

・どきどきキッチンサーカス ・はるまでおあずけ・もりのおふとん

・こうさぎのクリスマス ・まくらのせんにんそこのあなたの巻・とのさまサンタ

・うそうそかわうそのむかしばなし ・おさがり ・トラとネコ ・おしくらまんじゅう

・サイモンは、ねこである。 ・いちにちぶんぼうぐ ・こんとごん ・おふくさん

・いたずらこねこ ・ぽとんぽとんはなんのおと ・ねぇ、どれがいい？ ・１まいのかみのどうぶつたち ・ぺんぎんたいそう

・たのしいローマ数字 ・もりのてがみ ・ありがとうのき ・はなをくんくん ・もりのてがみ

・ぐりとぐらのおおそうじ
・ぶたぶたくんのおか
いもの ・そらいろのたね

・いもむしれっしゃ　　　　　・し
あわせなおやゆびひめ ・アナシンと五

・こんとごんてんてんありなし
のまき

･オレ、カエルやめるや
・いちからはじめる　谷川俊太郎
詩集「すき」より

（ストーリーテリング）

年 月 １組 ２組 ３組 ４組

・あかにんじゃ

・いちはかたつむりじゅうはかに

・あかにんじゃ ・ウミガメものがたり
・やさいはいきているそだててみよ
うやさいのきれはし ・うえきばちです

・やさいぺたぺたかくれんぼ ・カエルのおでかけ ・てがみをください
・ちょうつがいの絵
本

・ほんとのおおきさ動物
園

・ねえ、どれがいい？

・かぶとむしランドセ
ル

・もっと！ほんとのおおきさ動物園 ・ごめんねともだち

・いいからいいから ・せんたくばさみがあつまって… ・トビイせんちょう

・さつまのおいも ・どうながのプレッツェル ・おおきなありがとう

・１１ぴきのねことあほうどり ・おおきなかぼちゃ ・なんのかげ？

・ぞうまうぞ、さるのるさ ・おやおやおやさい・チックタック
・ライフタイム：いきものた
ちの一生と数字

・またまた　ねぇ、どれが
いい？

・フワフワさんはけいとやさん ・あるのかな
・うんたろさん　うんちど
ろぼうのひみつ ・びくびくビリー ・じゅげむ ・たすけて！

・１００円たんけん
・小島の森のゆきのひの
おみやげ ・いっぱいいもうと ・でっこりぼっこり

・「むかし話」より２つ ・きらきら ・ピッキのクリスマス ・わたしクリスマスツリー

・おめでとうおひさま ・きらきら

・だんだんやまのそりすべり ・みんなでぬくぬく

・おかしなゆきふしぎなこおり ・ワタナベさん ・ゆきむすめ

・３びきねこさんのそりあそび ・うし ・ふゆめがっしょうだん

・こんとあき ・まちぼうけ ・ふようどのふよこちゃん

・みずたまのたび　・
ぼくをさがしに

・さとりくん

・ふくろうのそめも
のや

12月・とのさまサンタ ・紙芝居　かさじぞう

1月 ・クレヨンからのおねがい！

2月

3月

2
年
生

5月 ・一休さん
・つちづくりにわづ
くり

10月 ・ふたりはいつも

2月

1
年
生

5月
・おめでとうの１ねんせい
・うえきばちです
・はるだ！！もんね

6月

7月

9月 ・くまくん

10月

11月

・ぜったいたべな
いからね

6月

7月
・はちうえはぼくに
まかせて

9月 ・はらぺこライオン

11月

12月

1月 ・たなからぼたもち
・えびすさんと６人

のなかまたち

・おたまじゃくしの
１０１ちゃん

3月 ・おおかみといしのスープ・

きれいずきティッチ



 2018年読み聞かせ一覧
年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ５組

・よもぎだんご ・おちゃのじかんにきたとら・びくびくビリー

・ライオンをかくすには ・あいつとぼく

・ねっこ ・あめふりのおおさわぎ ・ぼくだってトカゲ ・しーっ！ひみつのさくせん ・13800000000ねん

・くもりのちはれせんたくかあちゃん・うし ・ネルソンせんせいがきえちゃった！ きみのたび

・かいじゅうじまのなつやすみ ・にんじんだいこんごぼう ・うちゅうひこうしになりたいな

・なつのおとずれ ・みなみのしまのウッチャチャ ・ジャイアントジャムサンド

・みずたまりにやってきた ・ふしぎなナイフ ・目でみることばのずかん

・月がくれたきんか ・あっぱれアスパラ郎 ・おばあちゃんのおはぎ

・カミさま全員集合 ・ゴリオとヒメちゃん・やじるし
・オニのサラリーマンしゅっちょう
はつらいよ

・ほねほね、きょうりゅうのほね ・ピアノはっぴょうかい

・はりがねなんになる？ ・やじるし

・マクドナルドさんのやさいアパート
・いつもちこくのおとこのこ＿ジョ
ン・パトリック・ノーマン・マクヘネ
シー

・とんでもない ・またまた　ねぇ、どれがいい？ ・おかしなゆき　ふしぎなこおり

・ちいさなねずみのクリスマス ・まよなかのゆきだるま・ぶすのつぼ
・まちがいペンギ
ン

・かぜのひ ・おめでとうおひさま ・たなからぼたもち

・しずくのぼうけん ・としょかんねずみ ・おもちのかみさま ・にぎやかなおでん

・ゆりかもめ ・オニのサラリーマン ・ふゆのおくりもの

・おでんおんせん ・空の飛びかた ・ゆうちゃんとめんどくさいサイ

・とのさまがえるにはるがきた ・またまた　ねえ、どれがいい？ ・アナシンと五 ・やさしいライオン ・ねむたいねむたいももんがたち

・しげちゃん ・びくびくビリー （ストーリーテリング） ・すき　ときどき　きらい ・おおきなありがとう

年 月 １組 ２組 ３組 ４組
・ママがおばけになっ
ちゃった

・じぶんだけのいろ

・さとやまさん ・ちからたろう ・歯いしゃのチュー先生 ・きみはしっている

・ウィリーとともだち ・きは なんにもいわないの

・ウエズレーの国

・カラスウリ

・とんでもない
・だれでも知っているあ
の有名なももたろう

・だいじょうぶだいじょうぶ
・桃の行方（絵本むかし
話ですよ　より）

・教室はまちがうところだ ・まじょのくに ・魔女ひとり

・クモのつな ・てんごくにいったのうふ ・王さまライオンのケーキ

・かみさまからのおくりもの ・どんぐりちゃん ・しおふきうす

・そらをとんだこぶたのアントン

・アフリカのおおきな木バオバブ

・このあし　だあれ？

・またまた　ねぇ、どれがいい？

・そらをとんだか
め

・オオカミのはつこ
い

・きらきら ・おしりつねり
・そらからぼふー
ん

・ぼくだけのこと ・はらだちごんべ

・はなをくんくん ・ふしぎなたいこ ・キャベツくん ・幸せの王子

・ポポとくろ
・あさになったのでまどをあ
けますよ ・つきよのキャベツくん

3
年
生

5月
・むかしむかしとらとね
こは・・・

・ずーっとずっとだいすき
だよ

6月

7月 ・なつねこ ・きこりとテーブル

9月
・せかいでさいしょ
のポテトチップス

・としょかんらいおん

10月 ・きこりとテーブル ・ちびくろさんぼ

11月 ・おでんさむらい
・からすのぱんやさ
ん（ビックブック）

・わたしたちのたねまき：
たねをめぐるいのちたち

のおはなし

12月
・サンタクロースってほんとにいる
の？・だれも知らないサンタの秘
密・さむがりやのねこ

・たまごからうま

1月 ・てぶくろがいっぱい

2月 ・１００円たんけん ・ソーニャのめんどり

3月

4
年
生

5月 ・ノアのはこぶね ・センジのあたらしいいえ
・わたしたちのた
ねまき

6月

7月
・マララのまほうの
えんぴつ

・プッフェンドルフは
かせのひみつのく
すり

・ごちそうの木

9月 ・月と少年 ・おつきさんのぼうし

10月
・おはなしこねず
みロミュアルド

11月
・サンタクロースってい

るんでしょうか？

12月 ・クリスマスイヴの木 ・クリスマスイヴの木 ・にぎやかなおでん

1月 ・鬼の首引き
・ゆきやまたんけ
ん

・いのちのおはなし

2月
・大坂城　絵で見
る日本の城づくり

3月



 2018年読み聞かせ一覧
年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ７・８組

・ぼくのともだち ・はしる ・どうぶつの赤ちゃんうまれた ・けんかのきもち

・やったね！きつねくん・おかあさんがおかあさんになった日・うんどうかいがなんだ！ ・あざらしのはる

・60秒のきせき: ・ねずみとくじら ・1つぶのおこめ ・しにがみさん ・うそだぁ！

子ネコがつくったピアノ曲 ・ラージャのカレー

・棚田を歩けば

・神様の階段

・すごいね！みんなの通学路 ・ミミズのふしぎ ・あなたのいえわたしのいえ

・ノアのはこぶね ・もぐらのバイオリン ・ひるまのおつきさま

・どんぐりころころ ・くまのコールテンくん ・くろいとんかち

・どんぐりとやまねこ ・数ってどこまでかぞえられる？ ・きんいろあらし

・あなたのいえ　わたしのいえ ・バスにのって ・万次郎さんとおにぎり

・わらしべちょうじゃ・アップルパイをつくりましょ-りょこ
うもいっしょにしちゃいましょ

・しっぽのきらいなネコ

・はりねずみくんの　あかいマフラー

・クリスマスのまえのよる

・小さいのが大きくて大きいのが
小さかったら ・おめでとうおひさま・かいじゅうたちのいるところ

・おおはくちょうのそら ・わたしのひかり ・さむがりやのねこ
・オオカミのはつこ
い

・ふゆのおくりもの ・紙芝居ピンクシャツデー ・そら１００かいだてのいえ

・そらからぼふー
ん

・ゆうちゃんとめんどくさいサイ ・ともだち（谷川俊太郎）・オレ、カエルやめるや

・ねこのさら ・へっぴりよめご
・世界でいちばん貧しい
大統領のスピーチ

・中をそうぞうしてみよ ・おさがり

（らくごえほん） ・たいようのおなら ・いちにち　ぶんぼうぐ

年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ５組

・せんたくばさみがあつまって ・ひとりひとりのやさしさ

・おとうさんのちず ・おこりんぼママ

・まんじゅうこわい
・注文の多い料理
店

・パンケーキをたべるサ
イなんていない？ ・ひとしずくの水

・メアリー・スミス ・たくさんのドア ・ねこのシジミ

・ライフタイム ・せんたくばさみがあつまって ・ひらめき美術館

・オニのサラリーマン・ウエズレーの国 ・モナリザをぬすんだのはだれ？

・あたまがいけ ・ウミガメものがたり

・くいしんぼうのあおむしくｎ ・すごいね！みんなの通学路

・わすれられないおくりもの ・バスラの図書館員
・カッパもやっぱりキュウリで
しょ？

・たいせつなこと ・オレ、カエルやめるや ・むらの英雄

・どろにんげん

・はじまりの日

・マッチうりの少女 ・アンナの赤いオーバー

・みなみのしまのサンタクロース ・しろいふゆ

・おおきな大きなおおきな木

・ちいさなあなたへ
Some day

・たくさんのドア ・ともだち（太田大八）

・ダニエルのふしぎな絵 ・あいすることあいされること

・せんたくばさみがあつまって ・たくさんのドア ・紙芝居ピンクシャツデー ・１２の贈り物 ・たいせつなきみ

・１２の贈り物
・はじまりの日

・百年たってわらった木
・とんだとんだ　コウノトリ　・
おおきなおおきな木 ・きみの行く道

5
年
生

5月 からすのパンやさん

6月

7月
・いろいろへんな
いろのはじまり

・かたつむり ・うきわねこ

12月・ピッキのクリスマス
・お祭りにいけなかっ
たもみの木

・サンタクロースって
いるんでしょうか？

・朗読　オホーツ
クの海に生きる

1月・みずとはなんじゃ？ ・としょかんらいおん

2月 ・もうどう犬べぇべ

3月

・桃太郎が語る桃太郎
（一人称童話）

12月

・せみとりめいじん

9月 ・おおきな木
・マグナスマクシス、な

んでもはかります

10月
・ほんとうのことを
いってもいいの？

・どんぐりちゃん

11月
・３びきのかわい

いオオカミ
・まいごのどんぐり

6
年
生

5月 ・ランドセルは海を越えて ・ランドセルは海を越えて ・とよとみひでよし

6月
・しげちゃんと じり

つさん

7月 ・ゆめのおはなし ・牛若丸

9月 ・１００万回生きたねこ・ふたりのねこ

クララ　３００年前に
はじめてヨーロッパ
を旅したサイのはな
し

10月
・オホーツクの海
に生きる

・ケーキやさんのゆうれ
い

11月
・サーカスの少年
と鳥になった女の
子

・フリックス ・絵くんとことばくん

3月

・アイヌのむかし
ばなし　ひまなこ
なべ

・ふるいせんろの
かたすみで

・ひゃくおくまんのサン
タクロース

1月 ・クマと森のピアノ
・古詩３００首上　より
「春暁」　中国と漢詩
について

・ガラスのなかのくじら
・６０秒のきせき　　　　　子
ネコがつくったピアノ曲

2月 ・はじまりの日 ・ひまわりのおか
・ちいさいきみとおお

きいぼく


