
学年 分類 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社 発行年 定価 備  考

お話の国 ぐりとぐらのおおそうじ 中川　李枝子 福音館書店 2002 990 （お話の国から）

こたつ 麻生　知子 福音館書店 2020 1,430

るすばん　かいぎ 浜田　桂子 理論社 2019 1,518

しんぱいなことが　ありすぎます！ 工藤　純子 金の星社 2021 1,320

ゆきだるまとかがみもち 林　木林 すずき出版 2020 1,540

こぎつね　いちねんせい 斉藤　洋 あかね書房 2013 1,100 教科書に出てくる作家

すきなこと　にがてなこと 新井　洋行 くもん出版 2021 1,540

ちくっ ふわっ　ことばのまほう 松本　奈緒美 少年写真新聞社 2020 1,980

すくすく　いのち はまの　ゆか めくるむ 2021 1,760

しゅつどう！　しょうぼうたい 鎌田　歩 金の星社 2019 1,430

イワシ　むれで いきる さかな 大片　忠明 福音館書店 2019 990

お話の国 のはらうたⅠ 工藤　直子 童話屋 1984 1,650 （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 1,320

あおぞらこども食堂はじまります！ いとう　みく ポプラ社 2021 1,100

げたばこかいぎ 村上　しいこ PHP研究所 2022 1,320

むかし　むかしⅢ 内田　麟太郎 文溪堂 2022 1,540

せかいいち　おおきなうち レオ＝レオニ 好学社 1964 1,602 教科書に出てくる作家

100さいの森 松岡　達英 講談社 2020 2,200

こちらムシムシ新聞社 三輪　一雄 偕成社 2018 1,650

もしもロボットとくらしたら 山本　省三 WAVE出版 2021 1,430

きみは  どこから  やってきた？ フィリップ・バンティング KADOKAWA 2020 1,650

いっしょの　ちがうもの さるびあ亭かーこ 絵本塾出版 2018 1,430

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

ぼくと石の兵士 リサ・トンプソン PHP研究所 2020 1,540

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 1,430

ねこと王さま　しごとをさがす ニック・シャラット 徳間書店 2021 1,870

かみさまのベビーシッター 廣嶋　玲子 理論社 2020 1,540

はるとあき 斉藤　倫　うきまる 小学館 2019 1,430 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 1,430

「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 1,540

火星は… スザンヌ・スレード あすなろ書房 2021 1,980

ルビィのぼうけん　AIロボット学校へ行く リンダ・リウカス 翔泳社 2020 1,980

すずりくん　書道具のおはなし 青柳　貴史 あかね書房 2021 1,430

お話の国 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 1,100 （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 1,100

神様のパッチワーク 山本　悦子 ポプラ社 2020 1,430

ぼくの犬　スーザン ニコラ・デイビス あすなろ書房 2020 1,320

ハッピー・クローバー！ 高田　由紀子 あかね書房 2022 1,430

ひろったらっぱ 新美　南吉 新樹社 2016 1,430 教科書に出てくる作家

戦争をやめた人たち 鈴木　まもる あすなろ書房 2022 1,650

消えたレッサーパンダを追え！ たけたに ちほみ Gakken 2020 1,540

星空を届けたい 髙橋　真理子 ほるぷ出版 2018 1,540

ホッキョクグマ，大ピンチ！ ケイティ・デインズ Gakken 2022 1,650

お話の国 かはたれ 朽木　祥 福音館書店 2005 1,650 （お話の国から）

あおいの世界 花里　真希 講談社 2020 1,540

夢をかなえる未来ノート 本田　有明 PHP研究所 2021 1,540

十年屋  時の魔法はいかがでしょう？ 廣嶋　玲子 静山社 2018 1,320

荒野にヒバリをさがして アンソニー・マーゴワン 徳間書店 2022 1,540

答えは風のなか 重松　清 朝日出版社 2021 1,815 教科書に出てくる作家

ケンさん、イチゴの虫をこらしめる 谷本　雄治 フレーベル館 2020 1,650

池田菊苗 清水　洋美 汐文社 2021 1,760

うみべの文庫ー絵本がつなぐ物語 堀米　薫 文研出版 2018 1,540

すごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎 KADOKAWA 2021 1,375

お話の国 街のいのち 立松　和平 くもん出版 2000 1,320 （お話の国から）

嘘吹きネットワーク 久米　絵美里 PHP研究所 2021 1,540

分解系女子マリー クリス・エディソン 小学館 2021 1,430

月にトンジル 佐藤　まどか あかね書房 2021 1,430

手紙　ふたりの奇跡 福田　隆浩 講談社 2019 1,540

あしたのことば 森　絵都 小峰書店 2020 1,760 教科書に出てくる作家

すし屋のすてきな春原さん 戸森　しるこ 講談社 2020 1,485

渋沢栄一伝 小前　亮 小峰書店 2020 1,650

宇宙食になったサバ缶 小坂　康之 小学館 2022 1,650

コーヒー豆を追いかけて 原田　一宏 くもん出版 2018 1,540
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