
変身変身変身変身するするするする食食食食べべべべ物物物物（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年

1 パンパカパーン　ふっくらパン 野中　柊 理論社 2010
2 やすしのすしや 新井　けいこ 文研出版 2010
3 身近な食べもののひみつ　２ 学研教育出版 2006
4 なっとうくん西へいく 三輪　一雄 PHP研究所 2008
5 あつまれ！全日本ごとうちグルメさん ふくべ　あきひろ ブロンズ新社 2011
6 たこやきかぞく にしもとやすこ 講談社 2008

戦争戦争戦争戦争がががが書書書書かれたかれたかれたかれた本本本本をををを読読読読んでみようんでみようんでみようんでみよう（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 おひさまとおつきさまのけんか せな　けいこ/作・絵 ポプラ社 2003
2 キャラメルの木 上条　さなえ/作 講談社 2004
3 盆まねき 富安　陽子/作 偕成社 2011
4 白いなす 黒瀬　圭子/文 石風社 1984
5 せんそうってなんだったの？ 田代　脩/監修 学研 2007
6 へいわってすてきだね 安里　有生/詩 ブロンズ新社 2014

たからものたからものたからものたからもの（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 ウサギのトトのたからもの ヘルメ　ハイネ‖作 徳間書店 2012
2 ふたりはともだち ロアルド・ダール 文化出版局 1978
3 たからものがいっぱい こやま峰子/ことば フレーベル館 2012
4 決定版！富士山まるごと大百科 佐野　充/監修 学研教育出版 2014
5 へいわってすてきだね 安里　有生/詩 ブロンズ新社 2014
6 水のコレクション 内山　りゅう/写真　文 フレーベル館 2013

斎藤隆介斎藤隆介斎藤隆介斎藤隆介さんのさんのさんのさんの本本本本をををを読読読読もう・１もう・１もう・１もう・１（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 ソメコとオニ 斎藤 隆介 岩崎書店 1987
2 かみなりむすめ 斎藤 隆介 岩崎書店 1988
3 おばあちゃんは遊びの達人 多田 千尋‖  著 ひかりのくに　 2007
4 ふき 斎藤 隆介 岩崎書店 1998
5 八郎 斎藤 隆介 福音館書店 1980



6 三コ 斎藤 隆介 福音館書店 1969
7 花さき山 斎藤 隆介 岩崎書店 1978

夢夢夢夢にむかってにむかってにむかってにむかって（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 なでしこのおしえ 早草 紀子/写真・文 ランダムハウスジャパン 2012
2 ｒｕｎ！ｒｕｎ！ｒｕｎ！　（ラン ラン ラン） 廣畑 澄人/作 大日本図書 2002
3 あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト/文 光村教育図書 2002
4 スティーブ・ジョブズ パム・ポラック/著 ポプラ社 2012
5 大洪水！！あばれ川とたたかった男 高村 忠範/文・絵 汐文社 2011
6 ワンガリの平和の木　アフリカでほんとうにあったおはなしジャネット・ウィンター/作 ＢＬ出版 2010
7 キング牧師の力づよいことば　マーティン・ルーサー・キングのドリーン・ラパポート/文 国土社 2002

何何何何になるになるになるになる！？～！？～！？～！？～仕事仕事仕事仕事のののの話話話話～（～（～（～（４４４４年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 やすしのすしや 新井　けいこ 文研出版 2010
2 しごとば 鈴木　のりたけ ブロンズ新社 2009
3 職業別ユニフォーム・制服絵事典 日本ユニフォームセンター PHP研究所 2005
4 澤　穂希 本郷　陽二 汐文社 2013
5 得意から見つけるなりたい職業ガイドブック PHP研究所 PHP研究所 2008
6 ぼちぼちいこか マイク　セイラー 偕成社 1980

福祉福祉福祉福祉についてについてについてについて考考考考えてみよう・ えてみよう・ えてみよう・ えてみよう・ 1（1（1（1（４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 ハンナの学校 グロリア・ウィーラン 文研出版 2012
2 点子ちゃん 野田　道子 毎日新聞社 2009
3 しらべよう！りかいしよう！点字の世界 桜雲会 岩崎書店 2010
4 ノンタン　じどうしゃぶっぶー キヨノ　サチコ 偕成社 2013
5 バリアフリーの社会に！ 共用品推進機構 学研 2000
6 ちょっと源さんお借りします 尾崎　美紀 文研出版 2008

7 どんなかんじかなあ 中山　千夏 自由国民社 2005

福祉福祉福祉福祉についてについてについてについて考考考考えてみよう ・2えてみよう ・2えてみよう ・2えてみよう ・2（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 ハンナの学校 グロリア・ウィーラン 文研出版 2012



2 点子ちゃん 野田　道子 毎日新聞社 2009
3 しらべよう！りかいしよう！点字の世界 桜雲会 岩崎書店 2010
4 たのむよ、盲導犬イエラ 赤座　憲久 新日本出版社 2001
5 バリアフリーの社会に！ 共用品推進機構 学研 2000
6 わたしの足は車いす フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク あかね書房 2004

7 どんなかんじかなあ 中山　千夏 自由国民社 2005

日本日本日本日本のツルのツルのツルのツル（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年

1 たんちょうづるのそら 手島　圭三郎／作・絵 リブリオ出版 1998
2 わたり鳥の旅 樋口　広芳／作 偕成社 2010
3 鳥に魅せられた少年 ジャックリーン・デビース／文 小峰書店 2010
4 ナベヅルの子レナの旅立ち 河村　宜樹／文 新日本教育図書 1990
5 日本のむかし話 ４ 坪田　譲治／〔編〕著 偕成社 2007
6 語りつぎたい山口昔話 和田　健／編著 山口県ふるさとづくり県 1997
7 読みがたり山口のむかし話 山口県小学校教育研究会国語部／編 日本標準 2004
8 いのちにぎわうふゆみずたんぼ 呉地　正行／著 童心社 2010
9 海をわたった折り鶴 石倉　欣二／作 小峰書店 2010

ちょっとちょっとちょっとちょっと不思議不思議不思議不思議なななな世界世界世界世界（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者名　　　　　 出版者 出版年

1 まんじゅうこわい 川端　誠 クレヨンハウス 2003
2 夜明けの落語 みうら　かれん 講談社 2012
3 江戸のなぞ絵 岩崎　均史 汐文社 2009
4 ゆうれい回転ずし　本日オープン！ 佐川　芳枝 講談社 2012
5 ずかんヘンテコ姿の生き物 今泉　忠明 技術評論社 2012
6 じごくのラーメンや 苅田　澄子 教育画劇 2010

ことわざことわざことわざことわざ～～～～楽楽楽楽しいしいしいしい日本語日本語日本語日本語（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 ぼくのともだちどじなぶた 三野　誠子 岩崎書店 2012
2 ことわざ大辞典 倉島　節尚 あかね書房 2011
3 日本と世界のおもしろことわざ 北村　孝一　監修 学研 2010
4 十二支のことわざえほん 高畠　純 教育画劇 2006
5 おぼえる！学べる！たのしいことわざ 北村　孝一 高橋書店 2012



6 きつねのよめいり 松谷　みよ子 福音館書店 1967

環境環境環境環境についてについてについてについて考考考考えようえようえようえよう（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 エコ＊文房具 平田　美咲/作 汐文社 2010
2 ごみの大研究 寄本　勝美/監修 ＰＨＰ研究所 2011
3 ジュディ・モード、地球をすくう メーガン・マクドナルド/作 小峰書店 2005
4 その手に１本の苗木を クレア・Ａ・ニヴォラ/作 評論社 2009
5 砂上の船　水上の家 会田　法行/写真　文 ポプラ社 2010
6 もったいないばあさん 真珠　まりこ/作・絵 講談社 2004

あたたまろうあたたまろうあたたまろうあたたまろう（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 ちゃわん虫とぽんこつラーメン 早川　真知子/作 文研出版 2010
2 おはなしのもうふ フェリーダ・ウルフ/文 光村教育図書 2008
3 まほうのスープ ミヒャエル・エンデ/文 岩波書店 1991
4 絵で見るおふろの歴史 菊池　ひと美/文・絵 講談社 2009
5 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松　義夫/文・写真 福音館書店 2004
6 ブックスパイ・ヨム！こぶたのシチューの巻 杉山　亮/作 学研 2007

おいしいおいしいおいしいおいしい話 話 話 話 2（2（2（2（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 パンパカパーン　ふっくらパン 野中　柊 理論社 2010
2 やすしのすしや 新井　けいこ 文研 2010
3 まんじゅうじわい 土門トキオ　編 学研 2010
4 たべる 谷川　俊太郎 アートン 2006
6 あつまれ！全日本ごとうちグルメさん ふくべ　あきひろ ブロンズ新社 2011
7 たこやきかぞく にしもとやすこ 講談社 2008

夏夏夏夏をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！（！（！（！（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））
書名 作者 出版社 出版年

1 メン！　出会いの剣 開　隆人 そうえん社 2009
2 きんぎょのかいすいよく 高部　晴一 フレーベル館 1999
3 なつのかいじゅう いしい　つとむ ポプラ社 2006



4 むしのかお 新開　孝 ポプラ社 2010
5 はなびのはなし たかとう　しょうはち 福音館書店 2005
6 男子☆弁当部　弁当バトル！野菜で勝負だ！！ イノウエ　ミホコ ポプラ社 2011
7 トマトさん 田中　清代 福音館書店 2006

さぁさぁさぁさぁ、、、、出発出発出発出発！（！（！（！（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 エルマーのぼうけん　新版 ルース・スタイルス・ガネット 福音館書店 2010
2 青矢号　おもちゃの夜行列車 ジャソニ・ロダーリ 岩崎書店 2010
3 雨ふる本屋 日向　理恵子 童心社 2008
4 旅のはじまりはタイムスリップ 三田村　信行 あかね書房 2011
5 夏のジオラマ 小路　幸也 集英社 2011
6 ぼくのかえりみち ひがし　ちから ＢＬ出版 2008

いっしょいっしょいっしょいっしょ（（（（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 ライオンとねずみ ジェリー・ピクニー 光村教育図書 2010
2 男子☆弁当部 　おれらの友情てんこもり弁当 イノウエ　ミホコ ポプラ社 2010
3 紳士とオバケ氏 たかどの　ほうこ フレーベル館 2001
4 でんせつのいきものをさがせ！ 田中　六大 講談社 2013
5 絵で見るある町の歴史 アン・ミラード さ・え・ら書房 2000
6 あしのうらのはなし やぎゅう　げんいちろう 福音館書店 1982

伝記伝記伝記伝記～～～～夢夢夢夢にににに向向向向かってかってかってかって（（（（４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 澤　穂希 本郷　陽二/編 汐文社 2013
2 マララさんこんにちは ローズマリー　マカーニー 西村書店 2014
3 マララとイクバル ジャネット　ウィンター 岩崎書店 2015
4 そのとき何歳？ 講談社/編 講談社 2012
5 安藤百福 高木　まさき/監修 学研教育出版 2014
6 スティーブ・ジョブズ 八坂 考訓∥漫画 集英社 2013
7 きみたちにおくるうた バラク　オバマ 明石書店 2011

夏夏夏夏をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年



1 宇宙くん、はしる 正道　かほる そうえん社 2007
2 うわさの雨少年（レインボーイ） 宮下　恵茉 ポプラ社 2008
3 ミラクルうまいさんと夏 令丈 ヒロ子 講談社 2013
4 セミたちの夏 筒井　学：写真と文 小学館 2012
5 かき氷　天然氷をつくる 細島　雅代：写真　伊地知　英信：文 岩崎書店 2015
6 なつのおとずれ かがくい　ひろし PHP研究所 2008

夜空夜空夜空夜空にににに見見見見えるえるえるえる　　　　夏夏夏夏のののの夜空夜空夜空夜空をををを見見見見てみようてみようてみようてみよう！（！（！（！（４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 ちきゅう G.ブライアン　カラス 偕成社 2007
2 げっしょく 中西　昭雄/写真 旬報社 2015
3 宇宙がきみを待っている 若田　光一、岡田　茂 汐文社 2011
4 飛べ！「はやぶさ」小惑星探査機６０億キロ奇跡の大冒険松浦　晋也 学研教育出版 2011
5 ほしになったりゅうのきば　中国民話 君島　久子/再話 福音館書店 2000
6 星と伝説 野尻　抱影 偕成社 2005
7 たなばたむかし 大川　悦生 ポプラ社 1979

何何何何になるになるになるになる？？？？・１・１・１・１（（（（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ PHP研究所 2009
2 しごとば　シリーズ　全５冊 鈴木　のりたけ ブロンズ新社
3 あこがれお仕事いっぱい！せいふく図鑑 勝倉　峻太 学研教育出版 2012

4
世界一のパティシエになる！ケーキ職人辻口博啓
ものがたり

輔老　心 岩崎書店 2015

5
夢をかなえる職業ガイド　あこがれの仕事を調べよ
う！

PHP研究所/編 PHP研究所 2015

6 メアリー・スミス アンドレア　ユーレン 光村教育図書 2004

何何何何になるになるになるになる？？？？・２・２・２・２（（（（３３３３，，，，４４４４年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ PHP研究所 2009
2 しごとば　シリーズ　全５冊 鈴木　のりたけ ブロンズ新社
3 おしごと制服図鑑 講談社/編 講談社 2012

4
世界一のパティシエになる！ケーキ職人辻口博啓
ものがたり

輔老　心 岩崎書店 2015

5 未来のお仕事入門　まんが入門シリーズ 東　園子/まんが 学習研究社 2015



6 ともだち 太田　大八 講談社 2004

古古古古いいいい道具道具道具道具とととと昔昔昔昔のくらしのくらしのくらしのくらし（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1
おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじ
いちゃん

長谷川　義史 BL出版 2000

2
むかしの思い出絵日記１　おばあちゃんの家わたし
の家

たかい　ひろこ ポプラ社 2014

3 むかしの思い出絵日記３　学校と毎日の遊び たかい　ひろこ ポプラ社 2015
4 昔のくらしの道具事典 小林　克　監修 岩崎書店 2004
5 絵でわかる社会科事典③昔のくらし*道具 鎌田　和宏　監修 学研教育出版 2013
6 昔の道具うつりかわり事典 三浦　基弘　監修 小峰書店 2015

斉藤隆介斉藤隆介斉藤隆介斉藤隆介さんのさんのさんのさんの本本本本をををを読読読読んでみよう・２んでみよう・２んでみよう・２んでみよう・２（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年

1 ソメコとオニ 斎藤 隆介 岩崎書店 1987
2 ふき 斎藤 隆介 岩崎書店 1998
3 NHK２１世紀に残したい　ふるさと日本のことば NHK放送文化研究所/監修 学研 2005
4 八郎 斎藤 隆介 福音館書店 1980
5 三コ 斎藤 隆介 福音館書店 1969
6 花さき山 斎藤 隆介 岩崎書店 1978


