
№３－１　「読み物（小学校低学年）」

番号 書　　名 著者等 出版者 出版年

1 コーネリアス レオ・レオニ 好学社 1983

2 フレデリック レオ・レオニ 好学社 1969

3 ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 1998

4 ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル 文化出版局 1972

5 ふたりはいつも アーノルド・ローベル 文化出版局 1977

6 ふたりはきょうも アーノルド・ローベル 文化出版局 1980

7 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 文化出版局 1972

8 どろんここぶた アーノルド・ローベル 文化出版局 1971

9 ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス 童話館 1956

10 ビバリーとしょかんへいく アレクサンダー・スタッドラー 文化出版局 2003

11 ひみつのひきだしあけた？ あまん　きみこ ＰＨＰ研究所 2008

12 光村ライブラリー１　花いっぱいになあれ　ほか 松谷　みよ子　他 光村図書出版 2002

13 光村ライブラリー１　花いっぱいになあれ　ほか 松谷　みよ子　他 光村図書出版 2002

14 光村ライブラリー２　空いろのたね　ほか 中川　李枝子　他 光村図書出版 2002

15 光村ライブラリー２　空いろのたね　ほか 中川　李枝子　他 光村図書出版 2002

16 光村ライブラリー３　小さい白いにわとり　ほか 民話　他 光村図書出版 2002

17 光村ライブラリー３　小さい白いにわとり　ほか 民話　他 光村図書出版 2002

18 光村ライブラリー４　くまの子ウーフ　ほか 神沢　利子　他 光村図書出版 2002

19 光村ライブラリー４　くまの子ウーフ　ほか 神沢　利子　他 光村図書出版 2002

20 光村ライブラリー５　からすの学校　ほか 日高　敏隆　他 光村図書出版 2002

21 光村ライブラリー５　からすの学校　ほか 日高　敏隆　他 光村図書出版 2002

22 武鹿悦子詩集　たけのこぐん！　 武鹿　悦子 岩崎書店 2010

23 のはらうた１ 工藤　直子 童話屋 1984

24 まど・みちお詩の本 まど　みちお 理論社 2010

25 アライグマのあらいくん たかやま　えいこ 金の星社 2002

26 １ねん１くみ１ばんワル 後藤　竜二 ポプラ社 1984

27 おさるのまいにち いとう　ひろし 講談社 1991

28 おしゃべりなたまごやき 寺村　輝夫 理論社 1998

29 くまの子ウーフ 神沢　利子 ポプラ社 2001

30 白いぼうし　（車のいろは空のいろ） あまん　きみこ ポプラ社 2000

31 たんたのたんけん 中川　李枝子 学習研究社 1971

32 つりばしゆらゆら もりやま　みやこ あかね書房 1986

33 つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子 講談社 1998

34 ふらいぱんじいさん 神沢　利子 あかね書房 1969

35 へんてこもりにいこうよ たかどの　ほうこ 偕成社 1995

36 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル　Ｅ．エリクソン 評論社 2008

37 スプーンおばさんのぼうけん アルフ・プリョイセン 学習研究社 1968
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番号 書　　名 著者等 出版者 出版年

1 あらしのよるに　（ちいさな絵童話りとる　２） 木村　裕一 講談社 1994

2 くさびら　（講談社の創作絵本　狂言えほん） もとした　いづみ 講談社 2007

3 じごくのそうべえ　桂米朝・上方落語・地獄八景より　（童心社の絵本　３） 田島　征彦 童心社 1978

4 チムとゆうかんなせんちょうさん　（世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　１） エドワード・アーディゾーニ 福音館書店 2001

5 つんつくせんせいとくまのゆめ たかどの　ほうこ フレーベル館 2007

6 トイレにいっていいですか　改訂新版 寺村　輝夫 あかね書房 2002

7 ドリトル先生アフリカへいく ヒュー・ロフティング 集英社 2008

8 ふたりはいつも　（ミセスこどもの本） アーノルド・ローベル 文化出版局 1977

9 ふたりはきょうも　（ミセスこどもの本） アーノルド・ローベル 文化出版局 1980

10 ゆきひらの話　安房直子名作絵童話 安房　直子 偕成社 2012

11 ワニのライル、動物園をにげだす　（ワニのライルのおはなし　２） バーナード・ウェーバー 大日本図書 1984

12 おさるはおさる　（どうわがいっぱい　２５） いとう　ひろし 講談社 1991

13 キツネのまいもん屋　（新日本ひまわり文庫　６） 富安　陽子 新日本出版社 1998

14 ギャハッとゆかいなわらい話　（日本のおばけ話・わらい話　７） 木暮　正夫 岩崎書店 1986

15 くまのベアールとちいさなタタン　おいしい　（ママとパパとわたしの本　４） 原　京子 ポプラ社 2000

16 コアラたんてい　（おはなしパレード） 斉藤　洋 理論社 2000

17 さいごのさいごのなかなおり　れいかいホテルはいつもまんいん　（まいにちおはなし　６） 三田村　信行 そうえん社 2010

18 しっぽ！　（新しい日本の幼年童話） 竹下　文子 学習研究社 2007

19 ぞうのたまごのたまごやき　（寺村輝夫の王さまシリーズ　１） 寺村　輝夫 理論社 1998

20 小さなりゅう 長井　るり子 国土社 2009

21 ドキッとこわいおばけの話　（日本のおばけ話・わらい話　３） 木暮　正夫 岩崎書店 1986

22 にんきものをめざせ　（にんきものの本　３） 森　絵都 童心社 2001

23 のらねこソクラテス　（おはなしの部屋　５） 山口　タオ 岩崎書店 1995

24 春のお客さん　（車のいろは空のいろ　２　新装版） あまん　きみこ ポプラ社 2000

25 ふうたのはなまつり　（復刊創作幼年童話　２０） あまん　きみこ あかね書房 1976

26 ぶたのぶたじろうさん　１　ぶたのぶたじろうさんは、みずうみへしゅっぱつしました。 内田　麟太郎 クレヨンハウス 2006

27 まじょ子とふしぎなまほうやさん　（学年別こどもおはなし劇場　１０５　２年生） 藤　真知子 ポプラ社 2010

28 よわむしおばけ　（理論社のあたらしい童話） わたなべ　めぐみ 理論社 1990

29 理科室の日曜日　（わくわくライブラリー） 村上　しいこ 講談社 2011

30 ルルとララの天使のケーキ　（おはなしトントン　１４） あんびる　やすこ 岩崎書店 2009

31 わたしのおとうと　（新しい日本の幼年童話） あまん　きみこ 学習研究社 2007

32 きえた草のなぞ　（めいたんていネート） マージョリー・ワインマン・シャーマット 大日本図書 2002

33 ゴインキョとチーズどろぼう　（チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　１番地） エミリー・ロッダ あすなろ書房 2009

34 ゼルダとアイビー ローラ・マギー・クヴァスナースキー ビーエル出版 2008

35 魔女のたまご　（あかねせかいの本　１） マデライン・エドモンドソン あかね書房 1978
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