
一年生　読み聞かせ　一覧 一学期 リスト作成：齋藤

日付 クラス 題名 作者 絵 出版社 備考
5月19日 1-1 かぶとむしランドセル 福部明弘 大野浩平 PHP研究所

1-2 おたまじゃくしの101ちゃん かこさとし 偕成社
1-3 へんしんマラソン あきやまただし 金の星社
1-3 やさいのせなか きうちかつ 福音館書店
1-3 やさいのおなか きうちかつ 福音館書店

6月15日 1-1 ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーブン　デヴァーズクリストファー　コーほるぷ出版 訳；福本友実子
1-1 さかのこもりくん あきやまただし 教育画劇
1-2 せんたくかあちゃん さとう　わきこ 福音館書店
1-3 ざしきわらしのおとちゃん 飯野　和好 小学館
1-3 どうぞのいす 香山　美子 柿本　幸造 ひさかたチャイルド
1-3 イソップ童話25話　より２話 学研 北風とたいよう

ひつじかいとおおかみ
6月29日 1-1 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

1-1 The Very Hungry Caterpillar Eric Carle Philomel
1-1 くまさんくまさんなにみてるの？エリック・カール 偕成社
1-1 Brown Bear Brown Bear What Do You SeeEric Carle Henry Holt
1-2 うんちっち ステファニー・ブレイク あすなろ書房 訳：ふしみみさを
1-2 どうぞのいす 香山　美子 柿本　幸造 ひさかたチャイルド
1-3 アリとバッタとカワセミ イ・スジン 童心社 紙芝居
1-3 かばんうりのガラゴ 島田ゆか 文溪堂
1-3 おりひめとひこぼし ささきあり 西東社 おんなのこの名作絵本

7月13日 1-1 おたすけやたこおばさん 高橋麻理 偕成社
1-1 ぞうきんレスラー ナカオマサトシ イヌイマサノリ そうえん社
1-2 あっちゃんあがつく さいとうしのぶ リーブル社
1-2 おトイレさんびょうきになる きたがわめぐみ 教育画廊
1-3 うんちっち ステファニー・ブレイク あすなろ書房 訳：ふしみみさを
1-3 コッケモーモー ジュリエット・ダラス＝コンテアリソン・バートレット徳間書店 訳：たなかあきこ



一年生　読み聞かせ　一覧 二学期 リスト作成：齋藤

日付 クラス 題名 作者 絵 出版社 備考
9月14日 1-1 うさんごろとへんなつき せなけいこ PHP研究所

1-1 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン再話 ヘレン・オクセンバリー評論社 訳：山口文生
1-2 パパ、お月様とって！ エリック・カール 偕成社
1-2 うさぎはやっぱり 五味太郎 クレヨンハウス
1-3 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 訳：谷川俊太郎
1-3 バナナじけん 高畠邦夫 BL出版

9月28日 1-1 かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ こぐま社
1-1 おかあさんはおこりんぼう スギヤマカナコ PHP研究所
1-2 串かつやよしこさん 長谷川義史 アリス館
1-2 ゴムあたまポンたろう 長　新太 童心社
1-3 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 訳：もり　ひさし
1-3 The Very Hungry Caterpillar Eric Carle Philomel
1-3 くまさんくまさんなにみてるの？ エリック・カール 偕成社
1-3 Brown Bear Brown Bear What Do You SeeEric Carle Henry Holt

10月19日 1-1 給食番長　ビッグブック よしなが　こうたく 長崎出版
1-1 さかさのまほうつかい 井出村由江 中根明貴子 童心社
1-2 うみの100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 ビッグブック
1-3 おしゃれなおたまじゃくし さくらともこ 塩田守男 PHP研究所
1-3 にんじゃのなぞなぞ一年生 小野寺ぴりり紳 森のくじら ポプラ社

11月2日 1-1 うんちっち ステファニー・ブレイク あすなろ書房 訳：ふしみみさを
1-1 日本の昔話1　より 西本鶏介 チャイルド本社 おとうふとおみそのけんか
1-1 日本の昔話2　より 西本鶏介 チャイルド本社 どろぼうと赤ちゃん
1-2 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 訳：もり　ひさし
1-2 The Very Hungry Caterpillar Eric Carle Philomel
1-2 くまさんくまさんなにみてるの？ エリック・カール 偕成社
1-2 Brown Bear Brown Bear What Do You SeeEric Carle Henry Holt
1-3 給食番長　ビッグブック よしなが　こうたく 長崎出版
1-3 ぼくのトイレ 鈴木のりたけ PHP研究所

11月9日 1-1 クリスマスに靴下をさげるわけ 間所ひさこ ふりやかよこ 教育画劇
1-1 きのこほいくえん のぶみ 講談社
1-2 こんとあき 林明子 福音館書店
1-3 うんこちゃんようちえんへいく のぶみ ひかりのくに株式会社
1-3 ばかうけなぞなぞ一年生 夢現舎 主婦と生活社

12月14日 1-1 十二支のはじまり 高谷まちこ ハッピーオウル社
1-1 おいしいぼうし シゲタサヤカ 教育画劇
1-2 たぬきくんとことりちゃん サトシン 中谷靖彦 アリス館
1-2 くつしたのなかのプレゼント 間所ひさこ ふりやかよこ 教育画劇
1-3 ゴムタとゴムゾー かとうまふみ BL出版
1-3 おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマカナヨ 赤ちゃんとママ社



一年生　読み聞かせ　一覧 三学期 リスト作成：齋藤

日付 クラス 題名 作者 絵 出版社 備考
1月25日 1-1 おにばらいのまめまき 鶴見正夫 つぼのひでお 世界分化社

1-1 どうぶつ連想それ、だーれ？ サトシン ドーリー そうえん社
1-2 十二支のお節料理 川端誠 BL出版
1-2 もりのおふろ 西村敏雄 福音館書店
1-3 鬼のサラリーマン 富安陽子 福音館書店 訳：谷川俊太郎
1-3 あたしゆきおんな 富安陽子 童心社
1-3 わがはいはのっぺらぼう 富安陽子 童心社

2月8日 1-1 だめよ、ディビッド！ ディビッド・シャノン 評論社 訳：小川仁央

1-1 ぼくのたいせつなぼうし ヒド・ファン・へネヒテン フレーベル館

1-2 おもちのきもち かがくいひろし 講談社

1-2 じごくのラーメンや 苅田澄子 西村繁男 教育画劇

1-3 さっちゃんのてぶくろ 内田麟太郎 つちだのぶこ 金の星社

1-3 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋富士夫 徳間書店

2月22日 1-1 おおそろぼうスヌート 高畠じゅん子 高畠じゅん ほるぷ出版

1-1 きょうりゅうぺぺのだいぼうけん　１ ヒサクニヒコ そうえん社 おなかがすいた
1-2 さっちゃんのてぶくろ 内田麟太郎 つちだのぶこ 金の星社
1-2 いのちのまつり『ヌチヌグスージ』 草場一尋 平安座資尚 サンマーク出版
1-3 へんしんトンネル あきやまただし 金の星社
1-3 なにわのでっち　こまめどん 村上しいこ たごもりのりこ 校成出版社 ねずみこわいでちゅうの巻
1-3 ともだちひきとりや 内田麟太郎 降矢なな 偕成社

3月1日 1-1 いのちのはな のぶみ 角川書店
1-2 しりとりのだいすきなおうさま 中村翔子 はた　こうしろうすずき出版
1-2 へびのクリミター トミー・ウンゲラー 文化出版局
1-3 できるかな？あたまからつまさきまでエリック・カール 偕成社 訳：くどうなおこ
1-3 FROM HEAD TO TOE Eric Carl Harper Collins Publisher
1-3 どうぶつえんのおじさんへ ロッド・キャンベル 大日本絵画 訳：きたむらまさお
1-3 DEAR ZOO Rod Campbell Abelard-Schuman Ltd.
1-3 1,2,3 TO THE ZOO Eric Carl PUFFIN BOOKS

3月15日 1-1 いもうとのにゅういん 筒井頼子 林明子 福音館書店
1-2 ぱんつくったよ 平田昌広 平田景 国土社
1-2 はるじゃのばけつ 白土あつこ ひさかたチャイルド
1-3 なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ PHP研究所
1-3 春になったらあけてください 増井邦恵 あべまれこ BL出版


