
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
るすばん　かいぎ 浜田　桂子 理論社 2019 1380 ※

ヘッチャラくんがやってきた！ さえぐさ　ひろこ 新日本出版社 2017 1300
ゆきのしたの　おともだち ばん　たくま くもん出版 2016 1300
くまのこ　くまきち 中川　李枝子 ひさかたチャイルド 2002 1000 ※　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
はじめてのオーケストラ 佐渡　裕 小学館 2016 1500
おおきくなったら きみはなんになる？ 藤本　ともひこ 講談社 2018 1400
しゅつどう！　しょうぼうたい 鎌田　歩 金の星社 2019 1300
イワシ　むれで いきる さかな 大片　忠明 福音館書店 2019 900
のはらうたⅠ 工藤　直子 童話屋 1984 1500 （お話の国から）

つっきーとカーコのけんか おくはら　ゆめ 佼成出版社 2018 1200 ※

３日ずつのおくりもの レミ・クルジョン 文溪堂 2016 1500
二年二組のたからばこ 山本　悦子 童心社 2018 1000
メガネくんとハダシくん 二見　正直 偕成社 2018 1100
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
シロイルカ 松橋　利光 アリス館 2017 1400
こちらムシムシ新聞社 三輪　一雄 偕成社 2018 1500
アルゴリズムえほん① 松田　孝 フレーベル館 2017 2800
うちゅうはきみのすぐそばに いわや　けいすけ 福音館書店 2018 1400
いっしょの　ちがうもの さるびあ亭かーこ 絵本塾出版 2018 1300
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
ソラタとヒナタ　おはなしのバトン かんの　ゆうこ 講談社 2020 1300 ※

きらわれものの　こがらしぼうや 仁科　幸子 PHP研究所 2018 1100
あおぞらの木 佐藤　明子 ラグーナ出版 2017 1700
はるとあき 斉藤　倫　うきまる 小学館 2019 1300 ※　教科書に出てくる作家
漢字はうたう 杉本　深由起 あかね書房 2018 1300
「いたいっ！」がうんだ大発明 バリー・ウィッテンシュタイン 光村教育図書 2018 1400
地震がおきたら 畑中　弘子 BL出版 2017 1200
たのしいローマ数字 デビッド・A・アドラー 光村教育図書 2017 1400
空想化石はくぶつかん 森　洋子 城西大学　出版会 2018 1800
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）
コトノハ町はきょうもヘンテコ 昼田　弥子 光村図書出版 2020 1000 ※

本屋さんのルビねこ 野中　柊 理論社 2018 1400
クリスマスがちかづくと 斉藤　倫 福音館書店 2017 1300
こだわっていこう 村上　しいこ 学研プラス 2018 1300
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
スマイリー　目の見えないセラピー犬 ジョアン・ジョージ 汐文社 2018 1600
嘉納治五郎 佐野　慎輔 小峰書店 2018 1400
星空を届けたい 髙橋　真理子 ほるぷ出版 2018 1400
あの絶景のひみつ 増田　明代 講談社 2018 1600
かはたれ 朽木　祥 福音館書店 2005 1500 ※（お話の国から）
あおいの世界 花里　真希 講談社 2020 1400 ※

ゆくぞ、やるぞ、てつじだぞ！ ゆき 朝日学生新聞社 2017 1200
十年屋  時の魔法はいかがでしょう？ 廣嶋　玲子 静山社 2018 1200
竜が呼んだ娘　やみ倉の竜 柏葉　幸子 朝日学生新聞社 2017 1200
藤吉じいとイノシシ 椋　鳩十 理論社 2017 1500 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
うみべの文庫ー絵本がつなぐ物語 堀米　薫 文研出版 2018 1400
キリンの運びかた、教えます 岩貞　るみこ 講談社 2018 1300
街のいのち 立松　和平 くもん出版 2000 1200 （お話の国から）
さよなら、おばけ団地 藤重　ヒカル 福音館書店 2018 1400
よりみち３人修学旅行 市川　朔久子 講談社 2018 1400
となりの火星人 工藤　純子 講談社 2018 1400
手紙　ふたりの奇跡 福田　隆浩 講談社 2019 1400 ※

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
伊能忠敬 たから　しげる あかね書房 2016 1500
よみがえれアイボ 今西　乃子 金の星社 2016 1400
風船で宇宙を見たい！ 岩谷　圭介 くもん出版 2019 1400
コーヒー豆を追いかけて 原田　一宏 くもん出版 2018 1400

※…今年度版より紹介
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