
【クラス】 【本の題名】 【内容】 【本のジャンル】 【所要時間】
あめふりのおおさわぎ 楽しい,面白い 絵本 ～5分

お父さんのかさはこの子です 楽しい,ほのぼの 絵本 ～7分
ちょっとだけ せつない,感動 絵本 ～5分

まあちゃんのながいかみ 楽しい,面白い 絵本 ～7分
大きくなるってこんなこと！ ほのぼの 絵本 ～5分

シロナガスクジラより大きいものっているの？ 学び 科学・自然科学 ～7分
ビロードのうさぎ せつない,ほのぼの 絵本 ～9分
ひとつぶのお米 楽しい,面白い,学び 昔話 ～7分
あれこれたまご 楽しい,面白い,学び 絵本 ～7分

うまかたやまんば 面白い,怖い 昔話 ～7分
ちょっとだけ せつない,感動 絵本 ～5分
６わのからす ほのぼの,学び 絵本 ～5分
ともだちや 楽しい 物語 ～5分

もしも宇宙でくらしたら　 楽しい,面白い 絵本 ～7分
ひとつぶのお米 楽しい,面白い,学び 昔話 ～7分
おつきみどろぼう ほのぼの,学び 絵本 ～5分

いちごばたけのちいさなおばあさん ほのぼの 物語 ～7分
王さまライオンのケーキ 学び 物語 ～7分

シロナガスクジラより大きいものっているの？ 学び 絵本 ～7分
ウェズレーの国 楽しい,面白い 絵本 ～7分

じごくのラーメンや 面白い 絵本 ～5分
もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 楽しい,面白い 物語 ～7分

シロナガスクジラより大きいものっているの？ 楽しい,面白い,学び 絵本 ～7分
三枚のお札 楽しい,面白い 昔話 ～7分

天狗のかくれみの 面白い 昔話 ～5分
ふしぎなおるすばん 楽しい,面白い 絵本 ～7分

バーバーパパのはこぶね 楽しい,面白い 絵本 ～3分
うきわねこ 楽しい,ほのぼの 絵本 ～7分
くまごろう 楽しい,ほのぼの 絵本 ～5分

クリスマスのおくりもの 楽しい 絵本 10分～
とばりの花さかじじい 面白い 昔話 ～7分

アナグマのもちよりパーティ 楽しい,学び 絵本 ～9分
きょだいあんまんをはこべ 楽しい,面白い 絵本 ～7分

ジャックとまめのつる 面白い 物語 ～5分

3年1組

3年2組

3年3組



【クラス】 【本の題名】 【内容】 【本のジャンル】 【所要時間】
メチャクサ 楽しい,面白い 絵本 ～7分

でっこりぼっこり 楽しい 絵本 ～5分
1つぶのおこめ 楽しい,感動,学び 昔話 ～9分

ぼくのかえりみち ほのぼの 絵本 ～5分
おなら犬ウォルター 楽しい,面白い 物語 ～7分

おこだでませんように せつない,ほのぼの,感動,学び 絵本 ～7分
道具屋 楽しい,面白い 落語 ～7分

おまたせクッキー 面白い 絵本 ～5分
まんじゅうこわい 面白い 落語 ～9分

初天神 面白い 落語 ～9分
とっつく くっつく 面白い,その他 昔話 ～5分
6わのからす 面白い,学び 絵本 ～5分

ともだちのしるしだよ せつない,学び 絵本 ～9分
えんぎかつぎのだんなさん 面白い 落語 ～7分

かえるのじいさまとあめんぼおはな 楽しい 物語 ～7分
うみにいったライオン 楽しい,ほのぼの 絵本 ～5分

よくばりだんなととんち男 楽しい,面白い その他 ～7分
九十九まいの金か 面白い その他 ～5分

にんきもののねがい 楽しい 物語 ～9分
おはようどうわ  から  「リスくん」「手紙」 ほのぼの 詩集 ～3分

ともだちひきとりや 楽しい,感動,学び 絵本 ～7分
じごくのそうべえ 楽しい,面白い 落語 ～9分
いそがしいよる 面白い 絵本 ～5分
ヒツジの絵本 学び その他 10分～

3年4組

3年5組



【クラス】 【本の題名】 【内容】 【本のジャンル】 【所要時間】
ガンバレ！まけるな！ナメクジくん 楽しい,面白い,学び 絵本 ～9分

エパミナンダス 楽しい,面白い 物語 ～9分
もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 面白い 絵本 ～7分
ふゆのようせいジャックフロスト ほのぼの 物語 ～5分
とてもおおきなサンマのひらき 楽しい,面白い 絵本 ～5分

そらうで 面白い 絵本
たのきゅう 面白い 紙芝居

おなら犬ウォルター 楽しい,ほのぼの 物語 ～5分
ちょうずまわし つる 面白い 落語 ～7分

たまごのなかにいるのはだあれ？ 楽しい,学び 科学・自然科学 ～7分
でっこりぼっこり 面白い,学び 絵本 ～7分

犬のおしりの大事件 楽しい,面白い 物語 ～5分
しずくのぼうけん その他 物語 ～7分
ビロードのうさぎ せつない 絵本 10分～

ちょうしのいいにせうらない 楽しい,面白い 昔話 ～5分
はやくはやくっていわないで せつない,ほのぼの,学び 絵本 ～5分

きょうはなんのひ？ 面白い,ほのぼの 絵本 ～9分
しずくのぼうけん 面白い,学び 絵本 ～7分

絵とき ゾウの時間とネズミの時間 学び 科学・自然科学 ～9分
ミイラくんあそぼうよ 楽しい 絵本 ～7分

「もりのへなそうる」（一部を朗読し、読書をすすめる形） 楽しい,面白い 物語 ～7分
でんでんむしのかなしみ せつない 絵本 ～5分

からすとかばのかいすいよく 楽しい,学び 絵本 ～5分
スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし ほのぼの 絵本 ～5分

ふしぎなたいこ 楽しい 昔話 ～7分
こんとあき ほのぼの 絵本 ～9分

うなぎにきいて 面白い 紙芝居 ～5分
メチャクサ 楽しい,面白い 絵本 ～7分

なっちゃんがちっちゃかったころのおはなし 楽しい,面白い,ほのぼの 絵本 ～5分
ともだちのしるしだよ せつない,学び 絵本 ～9分

そらうで 楽しい,面白い 絵本 ～7分
読書の時間に読む本 楽しい 落語 ～7分

やぶかのはなし 面白い,学び 絵本 ～7分
もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう 楽しい,面白い 絵本 ～5分

10分で読める名作 きしゃいぬ 面白い 物語 ～9分
まほうのこなぐすり 楽しい,面白い 紙芝居 ～7分
いのちをいただく　 感動,学び 絵本 ～7分

4年2組

4年3組

4年4組

4年5組

4年1組


