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桜南小学校　2021年度　読み聞かせの記録　（月別）

月 クラス 読んだ本 作者 出版社

6 1-1

1-2 999ひきのきょうだい
作：木村研

絵：村上康成
ひさかたチャイルド

しろくまのパンツ tupera tupera ブロンズ新社

2-1 かみのうんどうかい 谷内庸生 福音館書店

ぜったいたべないからね ローレン・チャイルド フレーベル館

2-2 これはのみのぴこ 谷川駿太郎 サンリード

ソメコとオニ 斎藤隆介 岩崎書店

3-1 （担任）

3-2 おれはオオカミだ 内田麟太郎

大きな木 訳：村上春樹

4-1 風車のメル君 松宮輝

どうぞの椅子 香山美子

4-2 地球をほる 川端誠 BL出版

5-1 みんなの伝説 津田梅子

5-2 きまぐれロボット 星新一

ひみつのカレーライス 井上荒野

6-1
はじめてであう日本文学「ぞっとする話」
耳なしほういち

6-2 （担任）

7 1-1 あきちゃった！ ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄ･ﾎﾟｰﾃｨｽ あすなろ書房

ぞうくんのあめふりさんぽ なかのひろたか 福音館書店

おじさんのかさ 佐野洋子 講談社

1-2 おかえし
作：村山 桂子 
絵：織茂 恭子

福音館書店

パンやのろくちゃん 長谷川義史 小学館

2-1 ナマケモノだから むらかみひとみ イマジネイションプラス

いつばんつよいのはオレだ マリオ・ラモ 平凡社

2-2 ３びきのかわいいオオカミ
作：ユージーン・トリビザス
絵：ヘレン・オクセンバリー

訳：こだま ともこ
冨山房

3-1 お月さまのさんぽ 竹下文子 あかね書房

3-2 なまえのないねこ
作：竹下 文子
絵：町田尚子

小峰書房

にじ
文：さくらい じゅんじ

絵：いせ ひでこ
福音館書店

4-1 ３びきのかわいいオオカミ
作：ユージーン・トリビザス
絵：ヘレン・オクセンバリー

訳：こだま ともこ
冨山房
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月 クラス 読んだ本 作者 出版社

4-2 しにがみさん 野村たかあき 教育画劇

おおかみだあ！
文：セドリック・ラマディエ
 絵：ヴァンサン・ブルジョ

訳：谷川 俊太郎
ポプラ社

5-1 細菌ホテル キム・ソンファ 金の星社

5-2

知的世界が広がる
世の中のふしぎ４００ 
「君も人工衛星の名付け親になれる!?」
「ウミガメの性別は砂温度で決まる」

藤嶋 昭 （監修） ナツメ社

6-1
おはなしのろうそく(24)
「おやふこうなあおがえる」

朝鮮の昔話 東京こども図書館

ねこはるすばん 町田尚子 ほるぷ出版

とうふこぞう
作： 京極 夏彦

絵： 石黒 亜矢子
編： 東 雅夫

岩崎書店

6-2 らくごえほん「てんしき」 川端 誠 角川書店

9 読み聞かせ出来ず

10 読み聞かせ出来ず

11 1-１ いろいろ1ねん レオ・レオーニ あすなろ書房

一休さん（まんが「日本昔ばなし」より） 川内　彩友美 講談社

1-2 ねぇ　だっこして 竹下文子 金の星社

きょうりゅう一ぴきください 竹下文子 偕成社

2-1 かぼちゃスープ ヘレン・クーパー アスラン書房

ぼくは　あるいた　まっすぐまっすぐ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾜｲｽﾞ・ﾌﾞﾗｳﾝ ペンギン社

2-2 へちまのへーたろー 二宮由紀代 教育画劇

カレー地獄旅行 ひげラク商店 ﾊﾟｲ　ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

3-1 おばけのケーキ屋さん SAKAE マイクロマガジン社

3-2 りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ PHP研究所

4-1 先生しゅくだいわすれました
作： 山本 悦子

絵： 佐藤 真紀子
童心社

4-2 あらしのよるに
作： きむら ゆういち

絵： あべ 弘士
講談社

5-1 Lili Wen Dee Tan Fat Fox Books

ちくわのわーさん 岡田よしたか ブロンズ新社

5-2
その手に1本の苗木を
－マータイさんのものがたり－

作・絵： ｸﾚｱ・A・ﾆｳﾞｫﾗ
訳： 柳田邦男

評論社

6-1
なまくらトック
（「おはなしのろうそく３」より）

ボルネオの昔話
松岡享子訳

東京こども図書館

6-2 詩・あいうえ・おーい 工藤　直子 大日本図書
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まぬけなトッケビ
（「おはなしのろうそく30」より）

韓国の昔話
訳　朴鐘振

東京こども図書館

12 1-１
むしゃ！むしゃ！むしゃ！ マグリーリさ
んとはらぺこウサギ

カンダス・フレミング ＢＬ出版

げんきにおでかけ 五味 太郎 童心社

1-2 サンタのいちねんトナカイのいちねん きしら まゆこ ひさかたチャイルド

2-1 いいから いいから① 長谷川 義史 絵本館

いいから いいから④ 長谷川 義史 絵本館

2-2 おかしなゆき ふしぎなこおり 片平 孝 ポプラ社

かさじぞう
再話：瀬田 貞二

絵：赤羽 末吉
福音館書店

3-1 おおきいツリー ちいさいツリー ロバート・バリー 大日本図書

世界の民話から　ワタの花と妖精 矢崎源九郎　訳 実業之日本社

3-2 おばけリンゴ ヤーノシュ 福音館書店

かえってきた へんしんトンネル あきやま ただし 金の星社

4-1 細菌ホテル キム・ソンファ 金の星社

4-2 のぼさんのクリスマスツリー
作： 蔵冨 千鶴子
絵： 石鍋芙佐子

女子パウロ会

スーホの白い馬 ささきあり ナツメ社

5-1 ぼくらの足音 あさのあつこ 偕成社

5-2 Lili Wen Dee Tan Fat Fox Books

ちくわのわーさん 岡田よしたか ブロンズ新社

6-1 おちばのてがみ（のはらうたVより） 工藤　直子 童話屋

ざしき童子のはなし 宮沢賢治

じゃない チョーヒカル フレーベル館

6-2
背中にコブのある男
　『子どもに語るアラビアンナイト』より

西尾哲夫 訳・再話
茨木啓子 再話

こぐま社


