
NO 書　　　　　名 著　　　　　　　　者 出版社 備　　　考

1 あくま 谷川俊太郎 教育劇画 教育委員会推薦

2 アナグマのもちよりパーティー ハーウィン・オラム 評論社

3 あめじょあじょあ イ・ミエ 光村教育図書 教育委員会推薦

4 いとしの犬ハチ いもとようこ 講談社 司書

5 いなかのネズミとまちのネズミ イソップ物語 岩崎書店 司書

6 うんこ日記 村中季衣 ＢＬ出版

7 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット 福音館書店 司書

8 王さまと九にんのきょうだい 中国の民話 岩波書店 紙ひこうきの会

9 おかあさんの紙びな 長崎源之助 岩崎書店 司書

10 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長谷川義史 ＢＬ出版 紙ひこうきの会

11 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介 鈴木出版

12 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫 福音館書店

13 お月さまって　どんなあじ？ マイケル＝グレイニエツ セーラー出版

14 おにたのぼうし あまんきみこ ポプラ社 紙ひこうきの会

15 おばけのはなし（１） 寺村輝夫 あかね書房

16 おまえうまそうだな 西宮達也 ポプラ社

17 かあさんどうして 谷川俊太郎 佼成出版社 教育委員会推薦

18 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房

19 かさじぞう 瀬田貞二 福音館書店 紙ひこうきの会

20 かたあしだちょうのエルフ おのきがく ポプラ社 司書

21 かちかちやま いもとようこ 金の星社

22 かわ 加古里子 福音館書店 教育委員会推薦

23 かわいそうなぞう つちやゆきお 金の星社 司書

24 がんばれ義足のキリンたいよう 国松俊英 ポプラ社 司書　大森山動物園

25 きいろいばけつ もりやまみやこ あかね書房 司書

26 吉四六さん 寺村輝夫 あかね書房

27 きつねのかぎや　かいぞくおたから 三田村信行 あかね書房

28 きつねのでんわボックス 戸田和代 金の星社 司書

29 教室はまちがうところだ 蒔田晋治　 子どもの未来社

30 くまの子ウーフ 神沢利子 ポプラ社 司書

31 クマよ 星野道夫 福音館書店

32 ぐりとぐら なかがわりえこ 福音館書店 紙ひこうきの会

33 けんかのきもち 柴田愛子 ポプラ社 紙ひこうきの会

34 子うさぎましろのお話 ささきたづ ポプラ社 司書

35 こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子 童心社 紙ひこうきの会

36 ことばのこばこ 和田誠 瑞雲社 司書

37 こねこのタケシ　南極大ぼうけん 阿見みどり 銀の鈴社

38 こびとのくつや グリム童話 金の星社

39 こぶとりじいさん いもとようこ 金の星社

40 これはのみのぴこ 谷川俊太郎 サンリード 紙ひこうきの会

41 ごんぎつね 新美南吉 金の星社 司書

42 三びきのやぎのがらがらどん 北欧民話 福音館書店 紙ひこうきの会

43 さんまいのおふだ 千葉幹夫 小学館 司書

44 じごくのそうべえ 田島征彦 童心社

45 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ 福音館書店 紙ひこうきの会

46 しっぽのはたらき 川田健 福音館書店

47 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 好学社

48 １１ぴきのねこ 馬場のぼる こぐま社 紙ひこうきの会

49 しゅくだい いもとようこ 岩崎書店

50 じゅげむ 川端誠 クレヨンハウス 紙ひこうきの会
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51 しろいうさぎとくろいうさぎ ガーズ・ウィリアムズ 福音館書店 紙ひこうきの会

52 スーホの白い馬 大塚勇三 福音館書店 司書

53 すき 谷川俊太郎 理論社

54 すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー 偕成社 司書

55 すみっこのおばけ 武田美保 ポプラ社

56 そしたらそしたら 谷川俊太郎 福音館書店 教育委員会推薦

57 だいじょうぶ　だいじょうぶ いとうひろし 講談社

58 たんぽぽ 甲斐信枝 金の星社

59 小さい水の精 オトフリート・プロイスラー 徳間書店 教育委員会推薦

60 ちいさなくれよん 篠塚かおり 金の星社 紙ひこうきの会

61 ちからたろう いまえよしとも ポプラ社 紙ひこうきの会

62 月のみはりばん とりごえまり 偕成社 紙ひこうきの会

63 てぶくろ ウクライナ民話 福音館書店 紙ひこうきの会

64 でんでんむしのかなしみ 新美南吉 大日本図書 司書

65 どうぞのいす 香山美子 ひさかたチャイルド 司書

66 どうぶつはいくあそび きしだえりこ のら書店 司書

67 としょかんライオン ヌードセン・ホークス 岩崎書店 紙ひこうきの会

68 となりのせきのますだくん 武田美保 ポプラ社

69 ともだち 谷川俊太郎 玉川大学出版部 司書

70 ともだちや 内田燐太郎 偕成社

71 どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店 司書

72 ないた赤おに 浜田広介 金の星社 司書

73 なつペンギン 塩野米松 ひかりのくに 司書　秋田県出身

74 にじいろの　しまうま こやま峰子 金の星社

75 にんきもののひけつ 森絵都 童心社 司書

76 ねずみくんのチョッキ なかえよしを ポプラ社

77 ねずみのよめいり いもとようこ 金の星社

78 のうさぎ　にげろ 伊藤政顕　 新日本出版 司書

79 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 童話社

80 はれときどきぶた 矢玉四郎 岩崎書店

81 びんぼうがみとふくのかみ 富安陽子 小学館 司書

82 ふしぎなかぎばあさん 手島悠介 岩崎書店

83 ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや 金の星社

84 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 文化出版局 司書

85 フランダースの犬 ウィーダ 金の星社 司書

86 ブレーメンのおんがくたい グリム童話 福音館書店

87 フレデリック レオ・レオニー 好学社 紙ひこうきの会

88 ぼくにげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン ほるぷ出版 紙ひこうきの会

89 ますだくんの１ねんせい日記 武田美保 ポプラ社

90 マッチうりの少女 アンデルセン 金の星社

91 みずくさむらとみずべむら カズコ・Ｇ　ストーン 福音館書店 教育委員会推薦

92 めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子 福音館書店

93 もりのくまとテデイベア 谷川俊太郎 金の星社 教育委員会推薦

94 森の水はうたうよ　はじめはポツン！ かみやしん 岩崎書店 教育委員会推薦

95 やまんばのにしき まつたにみよこ ポプラ社 紙ひこうきの会

96 雪の女王 ハンス・クリスチャン・アンデルセン ほるぷ出版 司書

97 よかったねネッドくん レミー・シーリップ 偕成社

98 わしといたずらキルディーン マリー女王 春風社 司書　秋田県出身

99 わすれられないおくりもの Ｓ．バーレイ 評論社 司書

100 わたし 谷川俊太郎 福音館書店 教育委員会推薦


