
学年 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社 発行年 本体価格 備　考

コウノトリのコウちゃん かこ　さとし 小峰書店 2017 1200
ぼーると　ぼくと　くも 加藤　休ミ 風濤社 2017 1400
あしたはきっと ディブ・エガーズ BL出版 2019 1600
てをつなぐ 鈴木　まもる 金の星社 2017 1300
サイモンは、ねこである ガリア・バーンスタイン あすなろ書房 2017 1400
なくのかな 内田　麟太郎 童心社 2018 1300
いのちのたべもの 中川　ひろたか おむすび舎 2017 1400
かみなのに たにうち　つねお 大日本図書 2019 1300
みえた！ジャングルのおく キャロン・ブラウン くもん出版 2018 1400
にゅうどうぐも 野坂　勇作 福音館書店 2018 900
ぼくらはいけの　カエル まつおか　たつひで ホルプ出版 2018 1250
なきむしこぞう 今村　葦子 理論社 2016 1500
ぼうけんはバスにのって いとう　みく 金の星社 2018 1200
ミカちゃんのひだりて 中川　洋典 ひかりのくに 2018 1280
ポケットに色をつめこんで エイミー・グリエルモ フレーベル館 2018 1600
さやかちゃん くすのき　しげのり ポプラ社 2018 1300
ようかい先生とぼくのひみつ 山野辺　一記 金の星社 2017 1200
オオカミから犬へ ハドソン・タルボット 岩崎書店 2016 1500
いばりんぼうのカエルくんとこわがりのガマくん 松橋　利光 アリス館 2016 1400
まよなかのせんろ 鎌田　歩 アリス館 2016 1400
おでんもおんせん 川北　亮司 くもん出版 2017 1200
もし　きみが　月だったら ローラ・パーディ・サラス 光村教育図書 2017 1400
天馬のゆめ ばん　ひろこ 新日本出版社 2016 1400
ぼくのジユウな字 春間　美幸 講談社 2018 1300
カラスだんなの　はりがねごてん 井上　よう子 文研出版 2017 1200
どうぶつがっこう　とくべつじゅぎょう トビィ・ルツ PHP研究所 2017 1100
ひみつの　きもちぎんこう ふじもと　みさと 金の星社 2017 1200
ことわざしょうてんがい かんべ　あやこ あかね書房 2020 1300
にっこりおすしとわさびくん 佐川　芳枝 講談社 2016 1200
みずとはなんじゃ？ かこ　さとし 小峰書店 2018 1500
タイショウ星人のふしぎな絵 中島　さち子 文研出版 2018 1300
地面の下をのぞいてみれば カレン・ラッチャナ・ケニー 六耀社 2017 1850
四年変組 季巳　明代 フレーベル館 2015 1200
ハニーのためにできること 楠　章子 童心社 2018 1100
かみさまのおはなし 藤田　ミツ 講談社 2019 1800
しりとりボクシング 新井　けいこ 小峰書店 2017 1300
パパのファミレスを救え！ 次郎丸　忍 金の星社 2018 1300
みどりの町をつくろう アラン　ドラモンド 福音館書店 2017 1400
わたしも水着をきてみたい オーサ・ストルク さ・え・ら書房 2017 1200
空に向かって走れ！ 小手鞠　るい 講談社 2019 1250
「お手伝いしましょうか」うれしかった、そのひとこと 高橋　うらら 講談社 2019 1450
ため池の外来生物がわかる本 加藤　英明 徳間書店 2018 1400
ぼくのなかのほんとう パトリシア・マクラクラン リーブル 2016 1300
昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月　美智子 小峰書店 2019 1400
ぐるぐるの図書室 工藤　純子他4名 講談社 2016 1400
おばあちゃん，わたしを忘れてもいいよ 緒川　さよ 朝日学生新聞社 2019 1200
大坂オナラ草子 谷口　雅美 講談社 2018 1300
捨て犬たちとめざす明日 今西　乃子 金の星社 2016 1400
本当はすごい森の話 田中　惣次 少年写真新聞社 2016 1600
「感じ」が伝わるふしぎな言葉 佐藤　有紀 少年写真新聞社 2018 1600
ドームがたり アーサー・ビナード 玉川大学出版 2017 1600
地球を旅する　水のはなし 大西　健夫 福音館書店 2017 1400
夏空に、かんたーた 和泉　智 ポプラ社 2017 1300
水色の不思議 斉藤　洋 静山社 2018 1300
メロンに付いていた手紙 本多　有明 河出書房新社 2018 1300
となりのアブダラくん 黒川　裕子 講談社 2019 1400
さよなら、ぼくらの千代商店 中山　聖子 岩崎書店 2018 1400
天の原ふりさけみれば すずき　大和 河出書房新社 2016 1500
車いすはともだち 城島　充 講談社 2017 1200
田中正造　ワンガリ・マータイ 堀切　リエ・押川　節生 大月書店 2018 1800
美術ってなあに？ スージー・ホッジ 河出書房新社 2017 1900
赤ちゃんと母の火の夜 早乙女　勝元 新日本出版社 2018 1400
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