
学年 分類 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社 発行年 本体価格 備  考

ぐりとぐらのおおそうじ 中川　李枝子 福音館書店 2002 900 （お話の国から）

とらきちのいいところ H@L（ハル） フレーベル館 2017 1300

わたし、もうすぐ２ねんせい！ くすのき　しげのり 講談社 2016 1400

ほしをさがしに しもかわら　ゆみ 講談社 2014 1500

じごくのさたもうでしだい もとした　いづみ ひかりのくに 2014 1280

なかよく　なれたね 森山　京 文溪堂 2015 1300 教科書に出てくる作家

１００円たんけん 中川　ひろたか くもん出版 2016 1300

しもばしら 細島　雅代 岩崎書店 2014 1500

としょかんへ　いこう 斉藤　洋 講談社 2015 1400

りんご　みのった 長内　敬明 ひさかたチャイルド 2014 1200

おはよう！しゅうしゅうしゃ 竹下　文子 偕成社 2015 1000

のはらうたⅠ 工藤　直子 童話屋 1984 1250 （お話の国から）

おにぼう くすのき　しげのり PHP研究所 2016 1200

３日ずつのおくりもの レミ・クルジョン 文溪堂 2016 1500

カボチャのなかに　たねいくつ？ マーガレット・マクナマラ フレーベル館 1300
くじゃくのジャックのだいだっそう 井上　よう子 文研出版 2015 1200

せかいいち　おおきなうち レオ＝レオニ 好学社 1964 1456 教科書に出てくる作家

ふゆのむしとり はたこうしろう・奥山英治 ほるぷ出版 2014 1300

のっぽのスイブル155 こもり　まこと 偕成社 2016 1400

ガスこうじょう　ききいっぱつ シゲリ　カツヒコ ポプラ社 2016 1300

マララとイクバル ジャネット・ウィンター 岩崎書店 2015 1600

ライフタイム ローラ・M・シェーファー ポプラ社 2015 1500

さんねん峠 李　錦玉 岩崎書店(フォア文庫） 1996 560 （お話の国から）

ありづかのフェルダ オンドジェイ・セコラ 福音館書店 2017 1600
だんまりうさぎと おしゃべりうさぎ 安房　直子 偕成社 2015 1400

もどれっ！ルイ 矢部　美智代 国土社 2014 1300

さよなら宇宙人 高科　正信 フレーベル館 2014 1200
まんげつの夜、どかんねこのあしがいっぽん 朽木　　祥 小学館 2016 1400 教科書に出てくる作家

〝弁当の日〟がやってきた！！ 竹下　和男 河出書房新社 2015 1400

目でみることばのずかん おかべ　たかし 東京書籍 2016 1600

はれるんのぼうさい教室 堀江　譲 東京堂出版 2015 1300

おてつだいの絵本 辰巳　渚 金の星社 2014 1400

ノラネコの研究 伊澤　雅子 福音館書店 2016 1300
車のいろは空のいろ　星のタクシー あまん　きみこ　 ポプラ社 2000 1000 （お話の国から）

ネコの住むまち イブ・スパング・オルセン BL出版 2017 1400

いつでもしろくま 斉藤　洋 小峰書店 2014 1300

まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわちひろ 偕成社 2014 1300

そこから逃げだす魔法のことば 岡田　淳 偕成社 2014 1000

ひろったらっぱ 新美　南吉 新樹社 2016 1300 教科書に出てくる作家

ミュージアムにスフィンクスがやってきた ジェシー・ハートランド 六耀社 2016 1600

星と星座のふしぎ 荒舩　良孝 すばる舎 2015 1400

命はどうしてたいせつなの？ 大野　正人 汐文社 2015 1600
ほんとうにあった食べものと命のお話 笠原　良郎 講談社 2015 920

かくまきの歌 杉　みき子 童心社（フォア文庫） 1980 （お話の国から）

坂の上の図書館 池田ゆみる さ・え・ら書房 2016 1300

ゆくぞ、やるぞ、てつじだぞ！ ゆき 朝日学生新聞社 2017 1200

きかせたがりやの魔女 岡田　淳 偕成社 2016 1200

都ギツネの宝 富安　陽子 偕成社 2014 1300

椋鳩十のキツネ物語 椋　鳩十 理論社 1996 1456 教科書に出てくる作家

世界中から　いただきます！ 中山　茂大 偕成社 2016 1800

昔話法廷 NHK  Eテレ「昔話法廷」制作班 金の星社 2016 1300

あきらめないことにしたの 堀米　薫 新日本出版社 2015 1400

万次郎 岡崎　ひでたか 新日本出版社 2015 1500

街のいのち 立松　和平 くもん出版 2000 1200 （お話の国から）

男子弁当部 イノウエ　ミホコ ポプラ社 2014 1000

ショクパンのワルツ ながす　みつき フレーベル館 2016 1400

旅のお供はしゃれこうべ 泉田　もと 岩崎書店 2016 1300

一年後のおくりもの サラ・リーン あかね書房 2014 1500

絵本　銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 偕成社 2014 1400 教科書に出てくる作家

100年後の水を守る 橋本　淳司 文研出版 2015 1400

犬たちをおくる日 今西　乃子 金の星社 2009 1300
100歳のジャーナリストからきみへ［学ぶ］ むの　たけじ 汐文社 2015 1500

お金さえあればいい？ 浜　矩子 クレヨンハウス 2016 1300
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