
低学年セットB

タイトル 著者 出版社

1 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子 ／作, 寺島 竜一 ／画 福音館書店

2 ロボット・カミイ 古田 足日 ／さく, 堀内 誠一 ／え 福音館書店

3 おばあさんのひこうき 佐藤 暁 ／作, 村上　勉 ／絵 偕成社

4 おさるのまいにち いとう ひろし ／作・絵 講談社

5 みどりいろのたね たかどの ほうこ ／作, 太田 大八 ／絵 福音館書店

6 うさぎのぱんとぶたのぱん 小沢 正 ／作, 西川 おさむ ／絵 小峰書店

7 はじめてのキャンプ 林 明子 ／さく・え 福音館書店

8 れいぞうこのなつやすみ 村上 しいこ ／さく, 長谷川 義史 ／え PHP研究所

9 まんてんべんとう くすのき しげのり ／作, 伊藤 秀男 ／絵 フレーベル館

10 王さまと九人のきょうだい 君島 久子 ／訳, 赤羽 末吉 ／絵 岩波書店

11 どこかいきのバス 	井上 よう子 ／作, くすはら 順子 ／絵 	文研出版

12 お・は・よ・う いまむら あしこ ／文, ひらさわ ともこ ／絵 あすなろ書房

13 シップ船長といるかのイットちゃん 	かどの えいこ ／さく, オームラ トモコ ／え 	偕成社

14 ジオジオのパンやさん 	岸田 衿子 ／著, 中谷 千代子 ／画 	あかね書房

15 ハキちゃんの「はっぴょうします」 	薫 くみこ ／さく, つちだ のぶこ ／え 佼成出版社

16 おはなしだいどころ さいとう しのぶ ／作・絵 	PHP研究所

17 へんてこもりにいこうよ 	たかどの ほうこ ／作・絵 	偕成社

18 たんたのたんけん 	中川 李枝子 ／さく, 山脇 百合子 ／え 	学研

19 しょうぶだしょうぶ!　先生vsぼく 	野村 一秋 ／作, ささき みお ／絵 文研出版

20 しゅくだい大なわとび 	福田 岩緒 ／作・絵 	PHP研究所

21 	やあ、やあ、やあ!おじいちゃんがやってきた 	村上 しいこ ／作, 山本 孝 ／絵 BL出版

22 とっておきの詩 	村上 しいこ ／作, 市居 みか ／絵 PHP研究所

23 あやとりひめ　五色の糸の物語 森山 京 ／作, 飯野 和好 ／絵 理論社

24 がっこうかっぱのイケノオイ 	山本 悦子 ／作, 市居 みか ／絵 童心社

25 このあいだになにがあった? 佐藤 雅彦 ／作, ユーフラテス ／作 福音館書店

26 おかしなゆきふしぎなこおり 片平 孝 ／写真・文 ポプラ社

27 きみはきみだ 斉藤 道雄 ／文・写真 子どもの未来社

28 きえた犬のえ   ぼくはめいたんてい  マージョリー・W.シャーマット ／ぶん, マーク・シーモント ／え 大日本図書

29 バレエをおどりたかった馬 H・ストルテンベルグ ／作, さとう あや ／絵 福音館書店

30 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー ／さく, 大社 玲子 ／え 福音館書店

31 ポケットのなかのジェーン ルーマー・ゴッデン ／作 徳間書店

32 せかい一わるいかいじゅう パット=ハッチンス ／さく 偕成社

33 どうぶつびょういん 	トビイ ルツ ／作・絵 PHP研究所

34 クツカタッポと三つのねがいごと エミリー・ロッダ ／作, たしろ ちさと ／絵 	あすなろ書房

35 ごきげんいかががちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター ／さく,  こうもと さちこ ／え あすなろ書房

36 おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト ／作 絵 徳間書店

37 まるごとごくり!　ロシアの昔話
シンシア・ジェイムソン ／再話, アーノルド・ローベル ／
え

大日本図書

38 はんぶんのおんどり ジャンヌ・ロッシュ=マゾン ／さく, ほりうち せいいち ／え 	瑞雲舎

39 とらとおじいさん アルビン・トレセルト ／ぶん, アルバート・アキノ ／え 	大日本図書

40 ぺちゃんこスタンレー 	ジェフ・ブラウン ／文, トミー・ウンゲラー ／絵 あすなろ書房


