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絵本（日本
昔話） りゅうになりそこねたハブ 儀間比呂志 （同） 福音館書店 1989 20 5分

絵本（日本
昔話） だいくとおにろく 松居直 （同） 福音館書店 1967 41 6分

絵本（日本
昔話） 笠地蔵 酒井董美

ふるさとの民話
鳥取県東部編

ハーベスト出
版 2012 25 3分

絵本（創作） ぼちぼちいこか マイク・セイラー （同） 偕成社 1980 16 2分

絵本（創作） くまくんとしゃっくり エルサ・ミナリック
かえってきたおと

うさん
福音館書店 1979 18 8分

絵本（創作） クッキー アーノルド・ローベル ふたりはいっしょ 文化出版局 1983 20 5分

絵本（創作） くまくんとけがわのマント Ｅ・Ｈ・ミナリック こぐまのくまくん 福音館書店 1982 24 4分

絵本（創作） くんちゃんとふゆのパーティ ドロシー・マリノ （同） ペンギン社 1981 18 7分

絵本（創作） スイミー レオ・レオニ （同） 好学社 1986 30 5分

童話 たこ アーノルド・ローベル ふたりはきょうも 文化出版局 980 30 4分

童話 そこのかどまで アーノルド・ローベル ふたりはいつも 文化出版局 1977 27

鳥取県の民
話 カニのふんどし 鷲見貞雄

因伯昔ばなし100
選

鳥取民話研究
会 1975 9 3分

鳥取県の民
話 鮎のすし - 佐治谷話

佐治村文化財
協会 1973 - 2分

鳥取県の民
話 縁のなかった嫁 - 佐治谷話

佐治村文化財
協会 1973 - 2分

鳥取県の民
話 婆アほめ － 佐治谷話

佐治村文化財
協会 1973 - 2分

鳥取県の民
話 小僧の飴なめ 酒井董美

ふるさとの民話
鳥取県中部偏

ハーベスト出
版 2012 24

鳥取県の民
話 和尚にならえ 鷲見貞雄

因伯昔ばなし
１００選

鳥取民話
研究会 1975 3 3分

古文 源氏物語（母、桐壺） 紫式部
千年の名文すら
すら源氏物語

小学館 2005 21 3分

あたまイキイキ音読教室　使用テキスト一覧（2015.8～2016.3）

1

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100650818&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100723742&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101841386&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100686778&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100636093&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100641811&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100636025&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100643091&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100643412&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100688797&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100657224&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100607775&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101725447&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101725447&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101725447&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101841387&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100607775&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101301617&kgrn=0&tso=on%22
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古文 源氏物語（雨夜の品定め） 紫式部
千年の名文すら
すら源氏物語

小学館 2005 21 3分

古文 源氏物語（藤壺現わる） 紫式部
千年の名文すら
すら源氏物語

小学館 2005 21 2分

古文 源氏物語（空蟬との逢瀬） 紫式部
千年の名文すら
すら源氏物語

小学館 2005 21 5分

古文 源氏物語（紅葉の賀宴） 紫式部
千年の名文すら
すら源氏物語

小学館 2005 21

古文 祇園精舎 －
声にだすことばえ

ほん
ほるぷ出版 2007 21 4分

古文 イナバノシロウサギ 山田永
からくり読み解き

古事記
小学館 2006 20 3分

古文 竹取物語 －
声に出して読み

たい日本語
草思社 2001 22 2分

古文 徒然草 吉田兼好
声に出して読み

たい日本語
草思社 2001 22 1分

古文 源氏物語（はかなき夕顔） 紫式部
千年の名文すら
すら源氏物語

小学館 2005 21

近代小説 吾輩は猫である 夏目漱石
声にだすことばえ
ほん　吾輩は猫

である
ほるぷ出版 2006 21 7分

近代小説 クリスマスの贈物 竹久夢二 春
日本図書セ
ンター 2006 1 7分

近代詩 雨ニモマケズ 宮沢賢治
声に出して読み
たい日本語２

草思社 2002 22 2分

漢詩 漂泊 伊良子清伯
声に出して読み
たい日本語５

草思社 2007 21 2分

近代詩 木 田村隆一 おーいぽぽんた 福音館書店 2001 25 １分

近代詩 永訣の朝 宮沢賢治
声に出して読み
たい日本語３

草思社 2004 22 4分

近代詩 寒中の木の芽 内村鑑三 青空文庫より

詩（言葉あ
そび） そうだ村の村長さん 阪田寛夫

しゃべる詩あそぶ
詩きこえる詩

冨山房 1995 23 2分

詩（言葉あ
そび） おれはかまきり 工藤直子 おーいぽぽんた 福音館書店 2001 25 1分
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https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101301617&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101301617&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101301617&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101301617&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101434287&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101367692&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100900095&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100900095&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101301617&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101308511&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101334315&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100976760&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101424073&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100874444&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101156982&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100179357&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100874444&kgrn=0&tso=on%22
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詩（言葉あ
そび） ことばあそびうた　また 谷川俊太郎 （同） 福音館書店 1981 19 3分

詩（言葉あ
そび） いち －

しゃべる詩あそぶ
詩きこえる詩

冨山房 1995 23 1分

詩（言葉あ
そび） 言葉ふざけ －

しゃべる詩あそぶ
詩きこえる詩

冨山房 1995 23 1分

詩（言葉あ
そび） はやくちことば はせみつこ

おどる詩あそぶ
詩きこえる詩

冨山房イン
ターナショナ
ル

2015 28 1分

漢詩 序詞 尹東柱
声に出して読み
たい日本語５

草思社 2007 21 2分

歌舞伎 知らざあ言って聞かせやしょう 齋藤孝 （同） ほるぷ出版 2004 22 3分

童謡・唱歌 荒城の月 土井晩翠
声に出して読み

たい日本語
草思社 2001 22 2分

童謡・唱歌 通りゃんせ －
声に出して読み
たい日本語２

草思社 2002 22 2分

童謡・唱歌 Twinkle, Twinkle, Little Star 谷川俊太郎　訳 マザー・グース
講談社イン
ターナショナル 1996 1 3分

童謡・唱歌 赤とんぼ
作詞：三木露風
作曲：山田耕筰

愛唱名歌  ビッグ
サイズ

野ばら社 2014 21

童謡・唱歌 もみじ
作詞：高野辰之
作曲：岡野貞一

愛唱名歌  ビッグ
サイズ

野ばら社 2014 21

童謡・唱歌 浜辺の歌
作詞：林古渓
作曲：成田為三

愛唱名歌  ビッグ
サイズ

野ばら社 2014 21

童謡・唱歌 たきび
作詞：巽聖歌
作曲：渡辺茂

愛唱名歌  ビッグ
サイズ

野ばら社 2014 21

童謡・唱歌 赤鼻のトナカイ 民衆社編集部
こどもの手話

ソング集
民衆社 2005 2

童謡・唱歌 雪 作詞・作曲者不詳
愛唱名歌  ビッグ

サイズ
野ばら社 2014 21

童謡・唱歌 富士の山
作詞：巌谷小波
作曲者不詳

愛唱名歌  ビッグ
サイズ

野ばら社 2014 21

手話ソング 大きな古時計 アメリカ歌謡 - - - - －

わらべうた・
手遊び歌 Ｐｅａｓｅ　Ｐｏｒｒｉｄｇｅ　Ｈｏｔ 谷川俊太郎　訳 マザー・グース

講談社イン
ターナショナル 1996 1

3

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100699459&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100179357&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100179357&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102093295&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101424073&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101174039&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100900095&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100976760&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100372485&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102000277&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102000277&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102000277&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102000277&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101281694&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102000277&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102000277&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100372485&kgrn=0&tso=on%22
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映画 男はつらいよ －
声に出して読み
たい日本語２

草思社 2002 22 1分

その他 いろはかるた 斉藤孝
声に出して読み

たい日本語
草思社 2001 22 3分

その他 スカラベサクレ
ジャン・アンリ
・ファーブル

ファーブル昆虫
記

明石書店 2005 1 6分

4

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100976760&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100900095&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101308405&kgrn=0&tso=on%22

