
平成２８年度  ２年生 読み聞かせリスト 

 

クラス 月日 題名 著者 出版社 

１組 4/27 いるの いないの 京極真彦 岩崎書店 

  これはのみの ぴこ 谷川俊太郎 サンリード 

  もうぬげない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 

 5/11 わたしはおにぎり 赤川明 ひさかたチャイルド 

  うえへまいりまぁす 長谷川義史 PHP 研究所 

  くだものなんだ きうちかつ 福音館書店 

  おいしいぼうし シゲタサヤカ 教育画劇 

 5/18 うえきばちです 川端誠 BL 出版 

  ジャッキーのトマトづくり － くまのがっこう あいはらひろゆき ブロンズ新社 

  終わらない夜 セーラ・L・トムソン ほるぷ出版 

 6/29 わがはいはのっぺらぼう 富安陽子 童心社 

  カッパのあいさつ 高畠那生 好学社 

  しろくまのパンツ ツペラ・ツペラ ブロンズ新社 

 7/6 ねこのはなびや 渡辺有一 フレーベル館 

  なつやすみ 虫ずかん 宮武頼夫 福音館書店 

 7/13 トマトさん 田中清代 福音館書店 

  なつ ８月のなぜなぜ 白岩等 チャイルド本社 

  ヘンなあさ 笹公人 岩崎書店 

 9/7 よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし 及川賢治 岩崎書店 

  わゴムはどのくらいのびるかしら マイク・サーラー ほるぷ出版 

  うどん対ラーメン 田中六大 講談社 

 9/14 つきのよるに いもとようこ 岩崎書店 

  どこいったん ジョン・クラッセン クレヨンハウス 

  きょうはがくげいかい ぼくはきです 宮本忠夫 ポプラ社 

 10/12 どうぶつえんはおおさわぎ 二宮由紀子 文研出版 

  とんでもない 鈴木のりたけ アリス館 

  す～べりだい 鈴木のりたけ PHP 研究所 

 10/19 おおきなかぼちゃ エリカ・シルバーマン 主婦の友社 

  たまごをどうぞ 五味太郎 佼成出版社 

 11/2 しょうじきこぞうさん 松岡節 教育画劇 

  ひよこのかずはかぞえるな イングリ・ドレア、エド

ガ・パリン・ドレア 

福音館書店 

 11/9 まくらのせんにん －そこのあなたの巻— かがくいひろし 佼成出版社 

  ぱんつくったよ 平田昌広 国土社 

 12/21 ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ 

やまわきゆりこ 

福音館書店 

  にんじゃサンタ 丸山誠司 PHP 研究所 



  よいしょよいしょ まついのりこ 童心社 

 1/18 どろんこおそうじ さとうわきこ 福音館書店 

  うがいライオン ねじめ正一 すずき出版 

 2/8 まわるおすし 長谷川義史 ブロンズ新社 

  おもちのきもち かがくいひろし 講談社 

  おかしなゆき ふしぎなこおり 片平孝 ポプラ社 

 2/20 クレヨンからのおねがい ドリュー・デイウォルト ほるぷ出版 

  うめじいのたんじょうび かがくいひろし 講談社 

 3/8 とん ことり 筒井頼子 福音館書店 

  ともだち 太田大八 講談社 

 

２組 ４/27 春になったらあけてください 増井邦恵 BL 出版 

  とらのこさんきょうだい かえうたかえうたこいのぼり 石井聖岳 講談社 

 5/11 これがほんとの大きさ！ スティーブ・ジェンキンズ 評論社 

  へっこきよめどん 富安陽子 小学館 

 5/18 ぼくのえんそく 穂高順也 岩崎書店 

  よかったねネッドくん レミーチャーリップ 偕成社 

  だるまだ！ 高畠那生 好学社 

 6/29 はっきょい どーん やまもとななこ 講談社 

  ダンゴロ ゴロちゃん タダサトシ PHP 研究所 

 7/6 がんばれなみちゃん くすのきしげのり 講談社 

  ええことおもいついたなっちゃん 鍋田敬子 福音館書店 

 7/13 ともだちやもんな、ぼくら くすのきしげのり えほんの社 

  にんじゃサンタのなつまつり 丸山誠司 PHP 研究所 

 9/7 あまいとうもろこしとカタイトウモロコシ 佐武絵里子 福音館書店 

  おばあちゃんからライオンをかくすには ヘレンスティーブンズ ブロンズ新社 

 9/15 おじさんのかさ 佐野洋子 講談社 

  パンダ銭湯 ツペラツペラ 絵本館 

 10/12 きょうはそらにまるいつき 荒井良二 偕成社 

  へんしんマラソン あきやまただし 金の星社 

 10/19 あたまがいけ 日野十成 福音館書店 

  ぼくの町に電車が来た 鈴木まもる 岩崎書店 

 11/2 おならばんざい 福田岩緒 ポプラ社 

  おならうた 谷川俊太郎 絵本館 

 11/9 アベコベさん フランセスカサイモン 文化出版局 

  うっかりまじょと ちちんぷい ヌリット・カーリン 冨山房 

 12/21 いちばんでんしゃのしゃしょうさん たけむらせんじ 福音館書店 

  おくりものはナンニモナイ パトリック・マクドネル あすなろ書房 

 1/18 うえきばちです 川端誠 BL 出版 

  はなたれこぞうさま 千葉幹夫 小学館 

 2/8 １０ぴきのかえるのふゆごもり 間所ひさこ PHP 研究所 



  バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 文渓堂 

 2/22 うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン アスラン書房 

  おふくさん 服部美法 大日本図書 

 3/8 まよなかのせんろ 鎌田歩 アリス館 

  どろにんげん 長新太 福音館書店 

 

３組 4/27 とらのこさんきょうだい かえうたかえうたこいのぼり 石井聖岳 講談社 

  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 

 5/11 キャベツくん 長新太 文研出版 

  よかったねネッドくん レミーチャーリップ 偕成社 

 5/18 ぐりとぐらのえんそく なかがわえりこ 福音館書店 

  しろくまのパンツ ツペラ ツペラ ブロンズ新社 

  こんとあき 林明子 福音館書店 

 6/29 てるちゃんのおかお 藤井輝明 金の星社 

  あしたえんそく！ 武田美穂 理論社 

 7/6 あめ じょあじょあ イ・エミ 光村教育図書 

  どうするどうするあなのなか きむらゆういち 福音館書店 

 7/13 うんこ！ サトシン 文渓堂 

  おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子 福音館書店 

 9/7 ラージャのカレー 国松エリカ 偕成社 

  ライオンをかくすには ヘレン・スティヴンズ ブロンズ新社 

 9/14 どうぶつがすき パトリック・マクドネル あすなろ書房 

  ぼくとかあさん いもとようこ 金の星社 

 10/12 かいぶつトロルのまほうのおしろ たなか鮎子 アリス館 

  だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン 評論社 

 10/19 しつれいですが魔女さんですか エミリーホーン 小峰書店 

  どこいったん ジョンクラッセン クレヨンハウス 

 11/2 みみずん かべやふよう フレーベル館 

  てぶくろ いもとようこ 講談社 

  どうやってねるのかな やぶうちまさゆき 福音館書店 

 11/9 どーん ちーん かーん 武田美穂 講談社 

 12/21 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 

  もうぬげない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 

 1/18 ないしょでんしゃ 薫くみこ ひさかたチャイルド 

  ヤカンのおかんとフトンのおとん サトシン 佼成出版社 

  ちいさなかぞくのおしょうがつ 宮崎いづみ 紀文食品 

 2/8 バスをおりたら・・・ 小泉るみ子 ポプラ社 

  ルラルさんのにわ いとうひろし ポプラ社 

 2/22 おかしなゆき ふしぎなこおり 片平孝 ポプラ社 

  さむがりやのねこ わたなべゆういち フレーベル館 

  へんしんねこ 星野イクミ すずき出版 



 3/8 だれのおよめさんに・・・？ いもとようこ 金の星社 

  いいわけザウルス おおなり修司 絵本館 

  おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー 童話館出版 

 

４組 4/27 ぼくがきょうりゅうだったとき まつおかたつひで ポプラ社 

  ぼくのかえりみち ひがしちから BL 出版 

 5/11 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介 鈴木出版 

  オオカミだー！ ステファニーブレイク PHP 研究所 

 5/18 ぼくのえんそく 穂高順也 岩崎書店 

  １４ひきのあさごはん いわむらかずお 童心社 

 6/29 おこだでませんように くすのきしげのり 小学館 

  あめふりくまのこ 高見八重子 ひさかたチャイルド 

 7/6 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 

 7/13 なつのいちにち はたしろう 偕成社 

  どうするどうするあなのなか きむらゆういち 福音館書店 

 9/7 ちがうねん ジョン・クラッセン クレヨンハウス 

  ハナちゃんのトマト 市川里美 BL 出版 

 9/14 いもうとがウサギいっぴきたべちゃった ビル・グロスマン 徳間書店 

  つきよのキャベツくん 長新太 文研出版 

 10/12 おこりんぼうおじさん おかいみほ 福音館書店 

  あのときすきになったよ 薫くみこ 教育画劇 

 10/19 かいぶつトロルのまほうのおしろ たなか鮎子 アリス館 

  だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン 評論社 

 11/2 くじらだ！ 五味太郎 岩崎書店 

  かあちゃん えほんよんで かさいまり 絵本塾出版 

 11/9 うみのどうぶつとしょかんせん 菊池俊 教育画劇 

  ぼくの村にサーカスがきた 小林豊 ポプラ社 

 12/21 くつしたのなかのプレゼント 間所ひさこ 教室画劇 

  十二支のはじまり 高谷まちこ ハッピーオウル社 

 1/18 もりのかくれんぼう（ビックブック） 末𠮷暁子 偕成社 

 2/8 よりみちエレベーター 土屋富士夫 徳間書店 

  いちにちおばけ ふくべあきひろ PHP 研究所 

  デイビィッドがっこうへいく デイビィッド・シャノン 児童図書館 

 3/8 いいこってどんなこ？ ジーン・モデシッド 冨山房 

  ペンちゃんギンちゃんおおきいいのをつりたいね！ 西宮達也 ポプラ社 

 


