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桜南小学校　2018年度　読み聞かせの記録　（クラス別）

クラス 月 読んだ本 作者 出版社

1-1 6 だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし 講談社

ふたりはいつもともだち もいち　くみこ 金の星社

7 からすのおかしやさん かこさとし 偕成社

9
ねたきりのおばあちゃん
（12か月のおはなしより）

畑中　圭一 ＰＨＰ

なんや　ななちゃん　なきべそ　しゅんちゃん 灰谷　健次郎 文研出版

10 ぼくんちカレーライス つちだ　のぶこ 佼成出版社

どろろんびょういん　たいへんたいへん 苅田　澄子 鈴木出版

11 えへん！（くりのみしょうへい） 工藤　直子 童話屋

うさぎとひきのもちあらそい 日本の昔話

どんぐり（こねずみしゅん） 工藤　直子 童話屋

12 ミセスサンタはおおいそがし ペニー・アイブス 文溪堂

こねてのばして ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

1-2 6 からすのおかしやさん かこ　さとし 偕成社

7 きえた　ぐらぐらの　は コーネリア・フンケ ＷＡＶＥ出版

9 おいもをどうぞ！ 柴野　民三 ひかりのくに

じごくのラーメンや 苅田　澄子 教育画劇

10 ねずみのいもほり 山下　明生 ひさかたチャイルド

くまのがっこう あいはら　ひろゆき ブロンズ新社

11 まちにはいろんなかおがいて 佐々木　マキ 福音館書店

聴耳頭巾 日本昔話百選

おならうた 谷川　俊太郎 絵本館

12 ぼくびょうきじゃないよ 角野栄子 福音館書店

2-1 6 わごむは　どのくらい　のびるかしら？ マイク・サーラー ほるぷ出版

ともだち　くるかな 内田　麟太郎 偕成社

おはなし30　おしゃべりさん さいとう　しのぶ リーブル

7 なつやさいのなつやすみ 林　木林 ひかりのくに

母と子の心がふれあう名作のきらめき
365話より「おとうふください」

ナツメ社

9 おへそのあな 長谷川　義史 ＢＬ出版

うちのパパはウルトライックメン きむら　ゆういち 小学館

10 ヤギとコオロギ（素話） イタリアの昔話 こぐま社

くだもの（詩） 谷川　俊太郎 童話屋

となりのまじょのマジョンナさん ノーマン・ブリッドウェル 偕成社

11 まあちゃんのながいかみ たかどの　ほうこ 福音館書店



2/5

桜南小学校　2018年度　読み聞かせの記録　（クラス別）

クラス 月 読んだ本 作者 出版社

しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー あかね書房

12 たのきゅう 渋谷　勲 童心社

コートニー ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

2-2 6 くろくんとふしぎなともだち なかや　みわ 童心社

母と子の心がふれあう名作のきらめき
365話より「おとうふください」

ナツメ社

7 わごむは　どのくらい　のびるかしら？ マイク・サーラー ほるぷ出版

はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン ペンギン社

おはなし30　おしゃべりさん さいとう　しのぶ リーブル

9 こねてのばして ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

あ 大槻　あかね 福音館書店

とべバッタ 田島　征三 偕成社

10
「子どもに語る日本の昔話」より
聞き耳ずきん（素話）

こぐま社

11 たのきゅう 渋谷　勲 童心社

コートニー ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

12 だいぶつさまのうんどうかい 苅田　澄子 アリス館

わすれんぼうのサンタクロース 中川　ひろたか 教育画劇

3-1 6
「でんでんむしのかなしみ」より
「でんでんむしのかなしみ」、「でんでんむし」

新見　南吉 大日本図書

月刊かがくのともより「わたしとわたし」 五味　太郎 福音館書店

7 ぼくのだ！わたしのよ！ レオ・レオニ 好学社

うしろにいるのだあれ ふくだとしお 新風舎

9 キュッパのはくぶつかん ｵｰｼﾙ･ｶﾝｽﾀ･ﾖﾝｾﾝ 福音館書店

さてさて、きょうのおはなしは・・・ 瀬田　貞二 福音館書店

10 だんまりこおろぎ エリック・カール 偕成社

だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし 講談社

へんしんするゆび 宇田　敦子 福音館書店

11 たかこ 清水　真裕 童心社

たなかさんちのおひっこし 大島　妙子 あかね書房

12 いろいろいちねん（のはらうたⅤより） 工藤　直子 童話屋

「子どもに語る日本の昔話」より
はなたれ小僧さま

こぐま社
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桜南小学校　2018年度　読み聞かせの記録　（クラス別）

クラス 月 読んだ本 作者 出版社

「みえる詩　あそぶ詩　きこえる詩」より
かん字のうた

川崎　洋 冨山房

クリスマスツリーをかざろう パトリシア・トート ＢＬ出版

3-2 6 はなとひみつ 星　新一 フレーベル館

パパはわるものチャンピオン 板橋　雅弘 岩崎書店

Ｙｏ！Ｙｅｓ？（やあ、ともだち！） Chris Raschka Orchard Books

7 ぐりとぐらとすみれちゃん 中川　李枝子 福音館書店

くさはらのわたしのへや 松岡　達英 福音館書店

9
どんぐりころころ
　　おやまへかえる　だいさくせん

スギヤマ　カナヨ 赤ちゃんとママ社

10 キュッパのはくぶつかん ｵｰｼﾙ･ｶﾝｽﾀ･ﾖﾝｾﾝ 福音館書店

11 だんまりこおろぎ エリック・カール 偕成社

おでんさむらい 内田　麟太郎 くもん出版

12
子どもに語るアジアの昔話2より
小石投げの名人タオ・カム

松岡　享子（訳） こぐま社

4-1 6 木はいいなあ ユードリイ 偕成社

おおきな木 シルヴァスタイン あすなろ書房

7 おいしそうなしろくま 柴田　ケイ子 ＰＨＰ研究所

みょうが宿（子どもに語る日本の昔話2） こぐま社

ミスター　ワッフル デイヴィット・ウィーズナー ＢＬ出版

9 だれでも知っているあの有名なももたろう 五味　太郎 絵本館

10 地球をほる 川端　誠 ＢＬ出版

11 こぶとりたろう たかどの　ほうこ 童心社

12 ちいさなろば ルース・エインズワース 福音館書店

モジャキのくすり 平田　明子 ほるぷ出版

4-2 6 どろぼうがっこう かこ　さとし 偕成社

7 なまくらトック（おはなしのろうそく3より） 東京子ども図書館

9 落語絵本6より「めぐろのさんま」 川端　誠 クレヨンハウス

10 こぶとりたろう たかどの　ほうこ 童心社

11 地球をほる 川端　誠 ＢＬ出版

12 まわるおすし 長谷川　義史 ブロンズ新社

サンタおじさんのいねむり ルイーズ・ファチオ 偕成社

5-1 6 とてもおおきなサンマのひらき 岡田　よしたか ブロンズ新社

綱渡りの男 ﾓｰﾃﾞｨｶｲ･ｶﾞｰｽﾃｨﾝ 小峰書店

7 がいこつさん 五味　太郎 文化出版局
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桜南小学校　2018年度　読み聞かせの記録　（クラス別）

クラス 月 読んだ本 作者 出版社

あらしのよるに きむら　ゆういち 講談社

9
「世界むかし話14中南米」より
ふしぎなサンダル

福井　恵樹　訳 ほるぷ出版

10
ちいさなちいさな
めにみえない　びせいぶつのせかい

ニコラ・デイビス ゴブリン書房

11 じごくのそうべえ 田島　征彦 童心社

12 おこる 中川　ひろたか 金の星社

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 教育画劇

おでんさむらい 内田　麟太郎 くもん出版

5-2 6 あらしのよるに きむら　ゆういち 講談社

7 こねてのばして ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

綱渡りの男 ﾓｰﾃﾞｨｶｲ･ｶﾞｰｽﾃｨﾝ 小峰書店

9 つきよのかいじゅう 長　新太 佼成出版社

こどもに語る日本の昔話2より
　「みょうが宿」

こぐま社

ざしき童子のはなし 宮沢　賢治 岩波書店

10 じごくのそうべえ 田島　征彦 童心社

11
ちいさなちいさな
めにみえない　びせいぶつのせかい

ニコラ・デイビス ゴブリン書房

12
失敗図鑑　すごい人ほどダメだった！よ
り　「ウォルト・ディズニー」

大野　正人 文響社

まんが日本昔ばなし101より「十二支の
由来」

川内　彩友美 講談社

6-1 6
おはなし
「ねこがごはんのあとに顔をあらうわけ」
「はんたいばかりのおかみさん」

クーランダー、レスロー 岩波書店

7 ぞうれっしゃがやってきた 小出　隆司 岩崎書店

9 おじいちゃんとパン たな ﾊﾟｲ　ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ちいさいきみと　おおきいぼく ﾅﾃﾞｨｰﾇ･ﾌﾞﾗﾝ･ｺﾑ ポプラ社

10 リンドバーグ トーベン・クールマン ブロンズ新社

11 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店

ネコがネズミをおいかけるわけ
「母と子の心がふれあう

名作のきらめき
365話」より

ナツメ社

12 ぜつぼうの濁点 原田　宗典 教育画劇

6-2 6 「のはらうた」より「もらいなき」<詩> 工藤　直子 童話社

ブラジルの昔話「カメの笛」＜おはなし＞

てんきよほうかぞえうた 岸田　衿子 福音館書店
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桜南小学校　2018年度　読み聞かせの記録　（クラス別）

クラス 月 読んだ本 作者 出版社

7 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店

最初の質問 長田　弘 講談社

9 パパお月さまとって エリック・カール 偕成社

これも　むし　ぜんぶ　むし 内田　麟太郎 鈴木出版

えほん　北緯36度線 小林　豊 ポプラ社

10 三年ねたろう

ソラマメの黒いすじ

赤いくつ

11 黄金のかもしか インド民話 青木書店

12 これは　のみのぴこ 谷川　俊太郎 サンリード

ちいさいきみと　おおきいぼく ﾅﾃﾞｨｰﾇ･ﾌﾞﾗﾝ･ｺﾑ ポプラ社

桜南フェスタ びっくりまつぼっくり 多田　多恵子 福音館書店

（10/13） どろぼうがっこう かこ　さとし 偕成社

ふまんがあります ヨシタケシンスケ PHP研究所

海からきたカサゴン いとう　じゅんいち 徳間書店

こわがりハーブ ローレン・チャイルド フレーベル館

しにがみさん 野村　たかあき 教育画劇

No,David！ David Shannon

Brown bear,brown bear,what do you see? Bill Martin

The very hungry catarpillar Eric Carls

Mr.Grumpy's outing John Burningham

「母と子の心がふれあう
名作のきらめき

365話」より
ナツメ社


