
低学年セットA

タイトル 著者 出版社

1 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

2 へろりのだいふく たかどの ほうこ ／作, たかべ せいいち ／絵 佼成出版社

3 おともださにナリマ小 たかどの ほうこ ／作, にしむら あつこ ／絵 フレーベル館

4 ひゅーどろどろかべにゅうどう 角野 栄子 ／作, はた こうしろう ／絵 小峰書店

5 もりのへなそうる わたなべ しげお ／さく, やまわき ゆりこ ／え 福音館書店

6 ももいろのきりん 中川 李枝子 ／著, 中川 宗弥 ／え 福音館書店

7 こぶたのピクルス 小風 さち ／文, 夏目 ちさ ／絵 福音館書店

8 おばあちゃんのわすれもの 森山 京／作，100%ORANGE／絵 のら書店

9 つくえのうえのうんどうかい 佐藤 さとる ／作, 村上 勉 ／絵 小峰書店

10 こぎつねキッペのあまやどり 今村 葦子 ／作, 降矢 奈々 ／絵 ポプラ社

11 サラとピンキーパリへ行く 富安 陽子 ／作・絵 講談社

12 しゅくだいとびばこ 福田 岩緒 ／作・絵 PHP研究所

13 ぞうのたまごのたまごやき 寺村 輝夫 ／作, 和歌山 静子 ／絵 理論社

14 大きい１年生と小さな２年生 古田 足日 ／さく, 中山 正美 ／え 偕成社

15 ユキコちゃんのしかえし 星 新一 ／作, ひがし ちから ／絵 偕成社

16 へたなんよ ひこ・田中 ／文, はまの ゆか ／絵 光村教育図書

17 おまけのじかん あまん きみこ ／作, 吉田 奈美 ／絵 ポプラ社

18 ごきげんなすてご 	いとう ひろし ／さく 徳間書店

19 おねえちゃんって、もうたいへん! いとう みく ／作, つじむら あゆこ ／絵 	岩崎書店

20 こやぶ医院は、なんでも科 	柏葉 幸子 ／作, 山西 ゲンイチ ／絵 佼成出版社

21 おでんおんせんにいく 中川 ひろたか ／さく, 長谷川 義史 ／え 	佼成出版社

22 みしのたくかにと 松岡 享子 ／作, 大社 玲子 ／絵 	こぐま社

23 おとうさんの手 	まはら 三桃 ／作, 長谷川 義史 ／絵 	講談社

24 びゅんびゅんごまがまわったら 	宮川 ひろ ／作, 林 明子 ／絵 	童心社

25 あしたのてんきははれ?くもり?あめ?　おてんきかんさつえほん 野坂 勇作 ／さく, 根本 順吉 ／監修 福音館書店

26 てのひらかいじゅう 松橋 利光 ／しゃしんとぶん そうえん社

27 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 福音館書店

28
すんだことはすんだこと　または家のしごとがし
たくなったおやじさんのお話

ワンダ・ガアグ ／再話・え, 佐々木 マキ ／やく 福音館書店

29 ふくろうくん アーノルド・ローベル ／作 文化出版局

30 ねずみのアナトール タイタス ／さく,  はまだ みちこ ／え 文研出版

31 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ 評論社

32 バーバ・ヤガー アーネスト・スモール ／ぶん, ブレア・レント ／え 童話館出版

33 ゴハおじさんのゆかいなお話　エジプトの民話
デニス・ジョンソン‐デイヴィーズ ／再話, ハグ‐ハムディ・モハン
メッド・ファトゥーフ ／絵, ハーニ・エル‐サイード・アハマド ／絵,

徳間書店

34 きょうりゅうが学校にやってきた 	アン・フォーサイス ／作, , むかい ながまさ ／絵 	金の星社

35 ともだちができちゃった! セラ・アシャロン ／ぶん,  スーザン・パール ／え 大日本図書

36 へっちゃらトーマス 	パット・ハッチンス ／ぶん・え 大日本図書

37 わにのはいた マーガリット・ドリアン ／ぶんとえ 大日本図書

38 なんでもふたつさん 	M.S.クラッチ ／ぶん,  K.ビーゼ ／え 大日本図書

39 火曜日のごちそうはヒキガエル
ラッセル・E.エリクソン ／作, ローレンス・ディ・フィオリ ／
絵

	評論社

40 なんでもただ会社 	ニコラ・ド・イルシング ／作, 三原 紫野 ／絵 日本標準


