
どうぶつのあかちゃんどうぶつのあかちゃんどうぶつのあかちゃんどうぶつのあかちゃん（（（（１１１１年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年

1 たまごのなかにいるのはだあれ？ ミア　ポサダ 福音館書店 2010
2 どうぶつのあかちゃんうまれた 鈴木まもる 小峰書店 2008
3 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ますいみつこ監修 ポプラ社 2008
4 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール文 福音館書店 1982
5 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子・さく 童心社 1993
6 おへそのあな 長谷川義史 BL出版 2006

　　　　おおきくなったねおおきくなったねおおきくなったねおおきくなったね（（（（１１１１年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年

1 からすのおかしやさん かこさとし 偕成社 2013
2 からすのおすしやさん かこさとし 偕成社 2013
3 からすのてんぷらやさん かこさとし 偕成社 2013
4 からすのそばやさん かこさとし 偕成社 2013
5 シロナガスクジラより大きいものっているの？ ロバート・モ・ウェルズ 評論社 1999
6 おへそのあな 長谷川　義史 BL出版 2006
7 しゃくり１かい１びょうかん ヘイゼル・ハッチンス 福音館書店 2008
8 ゆきひらの話 安房　直子 偕成社 2012
9 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 2007

10 時間（とき）の森　屋久島 山下　大明 そうえん社 2008

いろんないろんないろんないろんな気持気持気持気持ちちちち（（（（２２２２年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 うれしいさんかなしいさん まつおか　きょうこ 東京子ども図書館 2012
2 きもち 谷川　俊太郎/ぶん 福音館書店 2008
3 みんなのきもち 村上　しいこ/作 学習研究社 2006
4 ぶつくさモンクターレさん サトシン/作 ＰＨＰ研究所 2011
5 だじゃれでおぼえるマナーとルール　学校のルール編田中ひろみ/作 汐文社 2011
6 ありがとうのえほん フランソワーズ/さく 偕成社 2005
7 いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン/作 偕成社 2011

おしごとするおしごとするおしごとするおしごとする人人人人（（（（２２２２年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年



1 へびのせんせいとさるのかんごふさん 穂高　順也 ビリケン出版 2002
2 学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ　５ 本間　昇 岩崎書店 1996
3 ピーポポ・パトロール 柏葉　幸子 童心社 2005
4 しまうまのしごとさがし トルイ　ルツ PHP研究所 2009
5 とこやにいったライオン サトシン 教育画劇 2010
6 せんたくかあちゃん さとうわきこ 福音館書店 1982
7 くうこうのいちにち インクリンク 学研教育出版 2013

どうぶつどうぶつどうぶつどうぶつ（（（（１１１１，，，，２２２２年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年

1 たまごのなかにいるのはだあれ？ ミア　ポサダ 福音館書店 2010
2 どうぶつのあかちゃんうまれた 鈴木まもる 小峰書店 2008
3 うしはどこでも「モー！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン すずき出版 2008
4 ねんね さえぐさ　ひろこ アリス館 2004
5 最強動物をさがせ　四　ハンター アンディ・ホースリー ゆまに書房 2009
6 ジオジオのかんむり 岸田　衿子 福音館書店 1960

おばけがいっぱいおばけがいっぱいおばけがいっぱいおばけがいっぱい（（（（１１１１，，，，２２２２年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年

1 ひゅーどろどろかべにゅうどう 角野　栄子 小峰書店 2010
2 怪談小泉八雲のこわ～い話１ 小泉　八雲（原作） 汐文社 2004
3 おばけめぐり 瀬川　昌男（原作） 金の星社 2002
4 おばけのトッケビ 金森　襄作（再話） 福音館書店 2005
5 おばけがこわいことこちゃん 田中　清代 ビリケン出版 2000
6 こぞうさんとおばけ はせがわ　かこ 大日本図書 2008

きえちゃうおきえちゃうおきえちゃうおきえちゃうお話話話話（（（（１１１１，，，，２２２２年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 てじなでだましっこ 佐伯　俊男 福音館書店 1991
2 おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 1995
3 こんちゅうかくれんぼクイズ ひさかたチャイルド 2013
4 もりのえほん 安野　光雅 福音館書店 1981
5 オバケたんてい 藤江　じゅん あかね書房 2013
6 てんぐのかくれみの まつたに　みよこ 偕成社 1968



　　　　夏夏夏夏ってってってって、、、、たのしいたのしいたのしいたのしい！（！（！（！（１１１１，，，，２２２２年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 セミたちの夏 筒井　学 小学館 2012
2 セミくんいよいよこんやです 工藤　ノリコ 教育画劇 2004
3 みつばちみつひめ　どどんとなつまつりの巻 秋山　あゆ子 ブロンズ新社 2010
4 知って楽しい花火のえほん 冴木　一馬 あすなろ書房 2008
5 海辺のともだち 松岡　達英　下田　智美 偕成社 1999
6 おばけやさん①これがおばけやさんのしごとです おかべ　りか 偕成社 2011
7 ほげちゃん やぎ　たみこ 偕成社 2011

なんでもたべちゃうはなしなんでもたべちゃうはなしなんでもたべちゃうはなしなんでもたべちゃうはなし（（（（１・２１・２１・２１・２年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 ひもほうちょうもつかわない平野レミのサラダブック 平野　レミ 福音館書店 1992
2 きょうのおやつは わたなべ　ちなつ 福音館書店 2014
3 しあわせの石のスープ ジョン・J・ミュース フレーベル館 2005
4 ひみつのカレーライス 井上　荒野 アリス館 2009
5 よにもふしぎな本をたべるおとこのこのはなし オリヴァー・ジェファーズ ヴィレッジブックス 2007
6 むしをたべるくさ 渡邉　弘晴/写真　伊地知　英信/文 ポプラ社 2008
7 ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー 評論社 1977

うみやくさむらにいるいきもののかくれんぼ(１うみやくさむらにいるいきもののかくれんぼ(１うみやくさむらにいるいきもののかくれんぼ(１うみやくさむらにいるいきもののかくれんぼ(１年生)年生)年生)年生)
書名 著者 出版者 出版年

1 うみのかくれんぼ サンシャイン水族館　監修 ひさかたチャイルド 2012
2 さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏：写真　嶋田　泰子：文 ポプラ社 2015
3 いない　いない　いるよ 近藤　薫美子 アリス館 2010
4 こん虫のかくれんぼ 岡島　秀治：監修 偕成社 2011
5 擬態のふしぎ図鑑 海野 和男∥監修 PHP研究所 2015
6 こんちゅうかくれんぼクイズ 須田　孫七：監修 ひさかたチャイルド 2013

生生生生きものいっぱいきものいっぱいきものいっぱいきものいっぱい（（（（１・２１・２１・２１・２年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 ろくべえまってろよ 灰谷　健次郎 文研出版 1978
2 たまごのなかにいるのはだあれ? ミア ポサダ 福音館書店 2010
3 どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 2014
4 ころころパンダ ひさかたチャイルド 2011



5 さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏：写真　嶋田　泰子：文 ポプラ社 2015
6 なにをたべてきたの? 岸田 衿子 佼成出版社 1978

じどうしゃくらべじどうしゃくらべじどうしゃくらべじどうしゃくらべ（1（1（1（1年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 うんてんするのはだあれ？ レオ・ティマース フレーベル館 2006
2 やまのバス 内田　麟太郎 佼成出版社 2009

3
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで４　「くらしを
ささえる車」

岩崎書店 2013

4 けいてぃ　はたらきもののじょせつしゃ ばーじにあ・りー・ばーとん 福音館書店 1978
5 CO２のりものずかん 三浦　太郎 ほるぷ出版 2008
6 しょうぼうじどうしゃ　じぷた 渡辺　茂男 福音館書店 1966


