
2019年度読み聞かせリスト

年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ５組

・そらいろのたね ・はるをみつけたよ ・うんどうかいがなんだ ・いいからいいから

・すーべりだい ・いちにちぶんぼうぐ ・かくかくしかく

・ぺんぎんたいそう ・しーっ！ひみつのさくせん

・ホタル ・これはなみだ？ ・あらまっ！ ・ふるいけおんがくかい ・めっけもののサイ

・わたしほんがよめるの ・どしゃぶり ・えがないえほん ・まほうのコップ

・つまんないつまんない ・だんまりくらべ

・カマキリくん
・こすずめのぼうけん

・いわしくん
・ひらがなどうぶつえん

・もこもこもこ

・ぐるんぱのようちえん ・おつきさんのぼうし

・うそだぁ！ ・おやすみゴリラくん ・歯いしゃのチュー先生 ・さつまのおいも

（日本語と英語） ・ようかいしりとり

・ぐりとぐらのえんそく ・ともだちや ・くまくん
・おうちゃん

・べべべんべんとう 

・びんぼうがみさま

・きらきら

・てぶくろ ・おもちのおふろ ・おもちのきもち ・おしくらまんじゅう

・まゆとおに ・おふくさん

・はじめてのふゆ ・おさがり

・どうぶつがすき ・絵本むかしばなしですよ

年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ５組

・くんちゃんのはたけしごと ・たねがとぶ
・くだもの

・なんのかげ？ ・うみのしっぽ ・やさいのおなか

・ウラパン・オコサ ・ちびっこかたつむり ・けんかのきもち

・あめふり ・やさいはいきている ・そらまめくんのベッド

・パパのしごとはわるものです ・はちみつ

・ピヨピヨはじめてのキャンプ ・おおきなおひめさま

・チモとかしこいおひめさま ・しんぞうとひげ
・かとりせんこう

・月と少年

・ひがんばな ・ちくわのわーさん ・ケンカオニ ・かぼちゃのスープ

・おこめができた ・絵本むかし話ですよ

・どんぐりにんじゃ ・マメ子と魔物 ・そらからみると

・びっくりまつぼっくり ・詩ってなあに

・せんにんみかん ・ぼく・わたし ・まゆとおおきなケーキ ・うどん対ラーメン ・パパのしごとはわるものです

・ゆりかもめ ・わすれんぼうのサンタクロース ・絵本むかし話ですよ ・くいしんぼうのサンタクロース

・フレデリック ・せっけんつるりん ・パパのしごとはわるものです ・うどん対ラーメン

・タコのたこあげ ・おもちのかみさま ・ぼくのともだちカニやまさん ・絵本むかし話ですよ

・バナナじけん ・ふゆめがっしょうだん ・ようせいの三つのねがい ・そらからぼふーん ・しげちゃん

・ペットになりたいねずみ ・くんちゃんとにじ ・みらいのえんそく ・おおきなおひめさま ・せんのはっけん

1
年
生

5月 ・100円たんけん
・くんちゃんはじめてのが

っこう

6月

・とこやのザリガニータ　
よるのおきゃくさん

・まくらのせんにん　
そこのあなたのまき

・できるかな　あたまから　
つまさきまで

7月 ・アナンシと五（ストーリ
ーテリング）

・100円たんけん ・はちうえはぼくにまかせて　
　・ことりのおさら

9月
・うまれたよ！カマキリ

10月 ・ざぼんじいさんのかき
のき・ともだちつれてよろしいで

すか
・小さいのが大きくて　大

きいのが小さくて

11月 ・たのしいふゆごもり
・こんとごんてんてんありな
しのまき ・アンディとらいおん 

12月・こねこのチョコレート
(ストーリーテリング) 

・ばけこちゃんのおおそ
うじ(紙芝居)

・サンタクロースってほん
とうにいるの？

・こじまのもりのゆきのひ
のおみやげ

・こんとごんてんてん
ありなしのまき

・きつねのぱんとねこの
ぱん

・だれも知らないサンタ
の秘密(仕掛け絵本)

1月

・へんしんマーケット　　　　　
・こわ〜いはなし

・ろくべえまってろよ ・こおりのくにのあか
ちゃん

・だめといわれてひっこむな　　
(ストーリーテリング)

2月 ・ぶっかけろジャネット
・ノラ猫ぐんだんアイスの国 ・あたしもびょうきになりたいな

・だめといわれてひっこむな
(ストーリーテリング)

・さかさまになっちゃうの

3月

2
年
生

5月 ・ひよこのかずはか
ぞえるな

・こんたくんのえーとえ
ーと

6月 ・びんぼうがみと　
ふくのかみ

・わゴムはどこまで　
のびるかしら

・木はいいなあ　　　　　　
・木のうた

7月
・ウミガメものがたり

・チキチキチキチキ　　　　　
いそいでいそいで

・ねこの踊り場横浜の民
話より　

・めんたまいけのさかなつり
・かぶとむしと　　　　　　

くわがたむし
・いたずらえほんが　　　

たべちゃった

9月

・たべものやさん　しりとりた
いかいかいさいします ・お月さまってどんなあじ

・ぐぎがさんふへほさん　お
つきみですよ

・やぶかのはなし　　　　　
　　・ぼくのかえりみち

10月
・14ひきのかぼちゃ

・ねえどれがいい？
・こんなことってある

かしら
・わんぱくだんの　　　　

どんぐりまつり

11月
・いいものもらった

・きょうはマラカスのひ
・ふゆのようせい　　　ジ

ャックフロスト
(世界の民話よりイランの昔話) 

12月
・サンタクロースってほんと

にいるの?

1月
・できるかな　　　　　　　

あたまからつまさきまで　
(日本語と英語)

2月

3月



2019年度読み聞かせリスト

年 月 １組 ２組 ３組 　　

・食べたのだあれ
・うどん対ラーメン

・ラチとライオン
・いわしくん

・むかし話ですよ ・うどんのうーやん

・よかったねネッドくん ・鳥の巣いろいろ

・フレデリック ・としおくんむし ・すばこ

・きれいずき ・ひとりになったライオン ・うどん対ラーメン ・よかったねネッドくん

・おかしなおきゃくさま ・しゅくだい ・絵本　昔話ですよ

・しゃっくりがいこつ ・アナンシと五 ・ぼくにげちゃうよ

（ストーリーテリング）

・ふしぎなナイフ

・カラスウリ

・フランチェスカ ・まよなかのゆきだるま

・しろいふゆ ・まいにちがプレゼント

・あらまっ！ ・だんまりくらべ ・ふゆめがっしょうだん

・ゆきやまたんけん
・ぶっかけろジャネット！

・ふゆめがっしょうだん

・やさいのおなか
・雪の上のなぞのあしあと

・おでんおんせん
・みんなおなじでもちがう

年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ５組

・ひみつのカレーライス

・さとやまさん

・みずたまレンズ

・かさどろぼう
・じぶんだけのいろ ・大きなカエルティダリク

・たかこ ・ホタル

・まさかおさかな ・フレデリック

・よかったねネッドくん ・まほうのコップ ・いろのかけらのしま

・はちみつ ・つきのぼうや
・つまんないつまんない

・バナナじけん

・ひるまのおつきさま

・よかったねネッドくん ・あたまがいけ ・光の旅影の旅

・でんしゃえほん

・なぞかけどうじょう ・うどん対ラーメン

・どんなかんじかな

・なぞかけどうじょう ・よかったね　ネッドくん

・あみ

・カタッポ
・てぶくろがいっぱい

・十二支のはじまり

・くろねこかあさん ・北極サーカス

・うどん対ラーメン ・アラネアあるくものぼうけん ・よかったねネッドくん ・まてまてタクシー ・ひゃくにんのおとうさん

・絵本むかし話ですよ　 ・あらまっ！ ・てんごくにいったのうふ ・オオカミのはつこい

3
年
生

5月 ・アナンシと五(ストー
リーテリング)

・ミジンコでございます ・COLOUR DANCE ・大飢饉から人々を
救え　(紙芝居)・パパとママのたからもの

・もしゃもしゃあたまの　
おんなのこ

6月

7月
・いろのかけらのしま ・とらよりこわいほしがき

・こんとごん　てんてんあり
なしのまき

9月
・what?

10月・おひさまをほしがった
ハヌマン

・そらからぼふ～ん ・いいからいいから

11月
・かしこいウサギと
はずかしがりやの

大きな鳥

・3びきのかわいい
オオカミ

・やさいさん　　　
(日本語と英語)

12月 ・でっかいでっかい　
モヤモヤ袋

・子うさぎましろのお話

1月
・よかったね　ネッドくん　

　　(日本語と英語)

・いちごばたけのちいさな　　　　　
おばあさん　　　　　　　　　　　　　　
・えものはどこだ

2月
・おでんくん　あなたのゆめ
はなんですかの巻

3月

4
年
生

5月 ・ほしになったりゅう
のきば

・おでんさむらい　　　
　しらたきのまき ・大飢饉から人々を

救え（紙芝居）・しきぶとんさん　かけぶと
んさん　まくらさん

6月

・だれがいちばんはやい
かな

・ひとりになったライオン

・たべものやさん　しりとりた
いかいかいさいします ・よかったね　ネッドくん

7月
・ひとりになったライオン

・世界のまんなかの島　
わたしのオラーニ ・うどん対ラーメン

9月
・きるなのねからか
ねのなるき（わらいばな

しより）
・ピーナッツ　なんきんま

め　らっかせい
・みんなからみえないブ

ライアン

10月
・105人のすてきなしごと

・ぐるんぐるんつむじ
かぜ・マリアのハロウィン　　・

ハロウィン（英語）
・とらのじゅうたんになり

たかったトラ
・灰屋灰次郎　　　　　　　

はいはございー

11月
・よかったねネッドくん(日本

語と英語) ・3びきのかわいい
オオカミ

・きるなのねからかねの
なるき　　　　　

・きょうりゅうのおおきさっ
てどれくらい？ ・絵本　むかし話ですよ 　(わらいばなしより)

12月

・きるなのねからかねの
なるき ・クリスマスにくつした

をさげるわけ
・キラキラッとほしがか
がやきました

  　(わらいばなしより) ・きょうりゅうのおおきさって
どれくらい？日本語と英語

1月 ・マメ子と魔物　　　　　
(ストーリーテリング)

・だれでも知ってい
るあの有名なももた

ろう

2月
・りぼんのかたちのふゆのせ
いざオリオン

3月



2019年度読み聞かせリスト

年 月 １組 ２組 ３組 ４組

・うんどうかいがなんだ ・いろのかけらのしま

・すばこ

・空をつくる
・あるはれたひに

・３びきのこぶた

・あのくもなあに

・かげええほん ・さがしています

・綱渡りの男
・でんきのでばん

・ころべばいいのに ・クレムさんとカニさん

・天女かあさん

・万次郎さんとおにぎり

・ないたあかおに
・マメ子と魔物

・わたしのそばできいていて 　　　世界の民話より

・ぼく・わたし ・急行『北極号』 ・こまったクリスマス

・ゆりかもめ ・モペットちゃんのおはなし

・くまさんくまさんなにみてるの ・ねこさんびき ・くぎのスープ ・ふゆめがっしょうだん

（日本語と英語） ・チョコレート屋のねこ ・マフィンおばさんのぱんや ・おぼえているよおおきな木

年 月 １組 ２組 ３組 ４組 ７組８組

・たねがとぶ
・キツネ

・エリザベスは本の虫

・つちづくりにわづくり

・江戸のまち ・のりもの ・走れメロス
・ウミガメものがたり

・あらまっ！
・くいしんぼうのあおむしくん ・なつのいちにち ・だるまちゃんとてんぐちゃん

・竜のはなし ・かべのむこうになにがある？

・ともだちのしるしだよ ・ビモのおにたいじ ・ころべばいいのに
・つぎとまります

・でんしゃえほん

・桃太郎が語る桃太郎

・あなたがおとなになったとき ・くだもの

・なまえのないねこ

・二番目の悪者
・へろへろおじさん

・じゅんびはいいかい ・三びきのこぶた ・あかにんじゃ

・ボタンインコ ・つらら
・フランチェスカ

・木

・まいにちがプレゼント ・もみの木のねがい

・ビモのおにたいじ
・このほんよんでくれ ・いいからいいから

・おもちのかみさま ・たいせつなこと ・ちきゅうちゃん

・サイモンはねこである。

・ひっこしだいさくせん

5
年
生

5月 ・アナンシと五（ストー

リーテリング）　
・キャシーのぼうし　

きぼうのものがたり
・絵本むかし話ですよ　

6月 ・１つぶのおこめ さんす
うのむかしばなし・あめのちゆうやけせん

たくかあちゃん

7月
・365まいにちペンギン ・おひさまをほしがった

ハヌマン ・くまさんくまさん　
なにみてるの？

・ねこの踊り場横浜の民
話より

・こんとごん　てんてんあり
なしのまき

9月 ・ランドセルは海を越え
て

・風をつかまえたウィリア
ム

・たべものやさん　しりとりた
いかいかいさいします 

・かべのむこうになにが
ある？

10月・1つぶのおこめ
・しゃっくりがいこつ

・絵本むかし話ですよ
・らくごえほんばしょうさん
とかっぱ

11月 ・みんなみんな　　　　　
いただきます

12月

・おひさまをほしがったハ
ヌマン

・こんとごん　てんてんあ
りなしのまき

1月

2月

3月

6
年
生

5月 ・心に響くちいさな５つの
物語（２話抜粋）

・おかあさんがおかあさんに
なった日

・はらのなかのはらっぱで ・かみさまからのおくりもの

6月 ・ぴよちゃんとひまわり
・シルクハット　ぞくはよなか

のいちじににやってくる

7月
・100年たったら

・はすいけのぽん ・にじいろのさかな

9月 ・消えたオリンピック　
ランナー

10月 ・いいにおいの　　
おならをうるおとこ

・ごきげんならいおん
(日本語と英語)

11月 ・おんがくかいのよる５ひき
のすてきなねずみ

・はずかしがりやのぽん
ちゃん

・はっぱじゃないよぼく
がいる

12月
・だれでも知ってい
るあの有名なももた

ろう 『天国を出ていく』より　　　　
ストーリーテリング 

1月 ・やあ、ともだち！
(日本語と英語)

・100 年たったら

2月

3月


	2019リスト

