
No 書名 著者名 出版社

1 We're Going on a Bear Hunt Michael Rosen and Helen Oxenbury Margaret K Mcelderry Books

2 Today is Monday Eric Carle PaperStar Book

3 Happy Birthday,Biscuit ! Alyssa Satin Capucilli HarperCollins Pablishers

4 Good night, Gorilla  Peggy Rathmann Puffin Books

5 The Wheels on the Bus Illustrated by: Annie Kubler Child’s Play

6 I SPY Little Letters Jean Marzollo Scholastic

7 This Is NOT a Pumpkin Bob Staake Little Simon

8 Go Away, Big Green Monster ! Ed Emberley Little Brown & Co

9 The Very Hungry Caterpillar Eric Carle Philomel Books

10 Five Little Monkeys Jumping on the Bed Eileen Christelow Houghton Mifflin Harcourt

11 Old Macdonald Had a Farm Pam Adams Child's Play 

12 ともだち 谷川俊太郎 玉川大学出版部

13 もりのなか マリー・H・エッツ　[訳]まさきるりこ 福音館書店

14 スノーマン レイモンド・ブリッグズ 評論社

15 あいうえおの　き レオ・レオニ　[訳]谷川俊太郎 好学社

16 にじいろのさかな マーカス・フィスター　[訳]谷川俊太郎 講談社

17 どんなにきみがすきだか　あててごらん サム・マクブラットニィ　[絵]アニタ・ジェラーム　[訳]小川仁央 評論社

18 ビロードのうさぎ マージェリィ・W　・ビアンコ ブロンズ新社

19 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ　[訳]小川仁央 評論社

20 ふたりはともだち アーノルド・ローベル　[訳]三木卓 文化出版局

21 １４ひきのもちつき いわむらかずお 童心社

22 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社

23 ともだちや 内田麟太郎　[絵]降矢なな 偕成社

24 ちいさいモモちゃん 松谷みよ子 講談社

25 かたあしだちょうのエルフ おのきがく ポプラ社

26 １００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社

27 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ 福音館書店

28 大きい１年生と小さな２年生 古田足日 偕成社

29 手ぶくろを買いに 新見南吉　[絵]黒井健 偕成社

30 ねずみのよめいり 小澤　俊夫 くもん出版

31 泣いた赤おに 浜田廣介　[絵]梶山俊夫 偕成社

32 龍の子太郎 松谷みよ子 講談社

33 だいくとおにろく まついただし 福音館書店

34 三びきのこぶた イギリス昔話　[絵]山田三郎　[訳]瀬田貞二 福音館書店

35 イソップどうわ　一年生 [編]三田村信行 偕成社

36 マッチ売りの少女(アンデルセン童話集２） アンデルセン　[訳]山室静 偕成社文庫

37 ハメルンの笛ふき ロバート・ブラウニング　[訳]矢川澄子 文化出版局

38 長ぐつをはいたねこ シャルル・ペロー　[絵]ハンス・フィッシャー　[訳]矢川澄子 福音館書店

39 はらっぱ　戦争・大空襲・戦後…いま [構成/文]神戸光男　[絵]西村繁男 童心社

40 かわいそうなぞう 土家由岐雄　[絵]小林和子 金の星社
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41 えっちゃんのせんそう 岸川悦子 文溪堂

42 ガラスのうさぎ 高木敏子 金の星社

43 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ あかね書房

44 きつねのでんわボックス 戸田和代　[絵]たかすかずみ 金の星社

とべないホタル1 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル2 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル3 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル4 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル5 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル6 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル7 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル8 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル9 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル10 小沢昭巳 ハート出版

とべないホタル11 小沢昭巳 ハート出版

46 車のいろは空のいろ　白いぼうし あまんきみこ ポプラ社

47 びりっかすの神さま 岡田淳 偕成社

48 きまぐれロボット 星新一 理論社

49 ぼくは王さま 寺村輝夫 理論社

だれも知らない小さな国（コロボックル物語1） 佐藤さとる　 講談社

豆つぶほどの小さないぬ（コロボックル物語2） 佐藤さとる　 講談社

星からおちた小さな人（コロボックル物語3） 佐藤さとる　 講談社

ふしぎな目をした男の子（コロボックル物語4） 佐藤さとる　 講談社

小さな国のつづきの話（コロボックル物語5） 佐藤さとる　 講談社

コロボックルむかしむかし（コロボックル物語6） 佐藤さとる　 講談社

51 ふしぎな木の実の料理法 こそあどの森の物語 岡田淳 理論社

ブンダバー1 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー2 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー3 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー4 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー5 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー6 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー7 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー8 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー9 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

ブンダバー10 くぼしまりお　[絵]佐竹美保 ポプラ社

53 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー　[絵]トリップ　[訳]中村浩三 偕成社

54 ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル　[訳]芹生一 偕成社

55 オズの魔法使い ライマン・F・ボーム　[訳]松村達雄 講談社青い鳥文庫
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56 赤毛のアン ルーシー・M・モンゴメリ　[訳]村岡花子 ポプラ社

57 長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン　[訳]大塚勇三 岩波少年文庫

58 大草原の小さな家 ローラ・I・ワイルダー　[訳]恩地三保子 福音館

59 フランダースの犬 ウィーダ [絵]中島潔　[訳]大石真 ポプラ社

60 母をたずねて三千里 エドモント・デ・アミーチス　[演出]高畑勲 徳間書店

61 アラジンとふしぎなランプ 小沢正　[絵]島田コージ 小学館

西遊記　上 呉承恩　[編訳]伊藤貴麿 岩波少年文庫

西遊記　中 呉承恩　[編訳]伊藤貴麿 岩波少年文庫

西遊記　下 呉承恩　[編訳]伊藤貴麿 岩波少年文庫

63 わらしべ長者　日本民話選 木下順二 岩波少年文庫

64 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ　[訳]波多野完治 新潮社

65 小公子 バーネット　[訳]坂崎麻子 偕成社

66 青い鳥 モーリス・メーテルリンク　[訳]末永氷海子 岩波少年文庫

67 クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ　[訳]脇明子 岩波少年文庫

68 ふたりのロッテ ケストナー 岩波少年文庫

69 兎の眼 灰谷健次郎 角川書店

70 チョコレート戦争 大石真 理論社

71 蜘蛛の糸 芥川龍之介　[絵]遠山繁年 偕成社

72 注文の多い料理店 宮澤賢治 集英社

73 風の又三郎(宮沢賢治絵童話集) 宮澤賢治　[絵]伊勢英子 くもん出版

74 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治 福音館書店

75 ことばあそびうた 谷川俊太郎　[絵]瀬川康男 福音館書店

76 のはらうた 工藤直子 童話屋

77 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン 岩波書店

ファーブルこんちゅう記1 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記2 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記3 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記4 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記5 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記6 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記7 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記8 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記9 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記10 ジャン・H・ファーブル　[絵]たかはしきよし　[訳]小林清之介 あすなろ書房

79 窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子 講談社青い鳥文庫

80 野口英世 浜野卓也 ポプラ社

はてしない物語（上） ミヒャエル・エンデ [訳]上田真而子/佐藤真理子 岩波少年文庫

はてしない物語（下） ミヒャエル・エンデ [訳]上田真而子/佐藤真理子 岩波少年文庫

82 モモ ミヒャエル・エンデ　[訳]大島かおり 岩波少年文庫

83 夏の庭　The friends 湯本香樹実 新潮文庫

84 チームふたり 吉野万理子 学研

85 センス・オブ・ワンダー レイチェル・L・カーソン　[訳]上遠恵子 新潮社
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なぜ？どうして？かがくのぎもん(１年) [監修]大山光晴 学研プラス

なぜ？どうして？科学のぎもん(２年) [監修]大山光晴 学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話(３年) [監修]大山光晴 学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話(４年) [監修]大山光晴 学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話(５年) [監修]大山光晴 学研プラス

87 たまがわ 村松昭 偕成社

88 10分で読める伝記 塩谷京子（監修） 学研プラス

89 みんなでつくる1本の辞書 飯田朝子 福音館書店

90 おもしろい！進化のふしぎ　ざんねんないきもの事典 小泉忠明（監修） 高橋書店

91 完全版 いじめられている君へ いじめている君へ いじめを見ている君へ 朝日新聞社 (編集) 朝日新聞出版

92 元気な脳が君たちの未来をひらく 川島隆太 くもん出版

93 オリンピック　パラリンピックのスゴイ話 大野益弘 ポプラ社

94 考える練習をしよう（普及版） マリリン・バーンズ 晶文社
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