
埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2020.12.１更新

埼玉県すいしょう図書　小学校１・２年生

推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
340 いただきますレストラン ひだのかな代 みらいパブリッシング
339 フルーツふれんずスイカちゃん 村上　しいこ、角裕美 あかね書房
338 だれのあし？　ほんとうのおおきさでみてみよう！ 福田豊文 ひさかたチャイルド
337 まざっちゃおう！　いろいろないろのおはなし アリー・チャン、小栗左多里 フレーベル館
336 つぎつぎつながるパンダしりとりコアラしりとり 石津ちひろ、高畠純 ポプラ社
335 おにのおにいさん さいとうしのぶ ひさかたチャイルド
334 やきいもやゴンラ ながいいくこ、くすはら順子 ポプラ社
333 二年二組のたからばこ 山本悦子 童心社
332 すき！ ほんえすん、サタケシュンスケ 教育画劇
331 パウルのスケッチブック みやざきひろかず BL出版
330 サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン、なかがわちひろ あすなろ書房
329 まほうのゆうびんポスト やまだともこ、いとうみき 金の星社
328 このあいだになにがあった？ 佐藤雅彦、ユーフラテス 福音館書店
327 たんけんクラブシークレット・スリー ミルドレッド・マイリック、アーノルド・ローベル、小宮由 大日本図書
326 よるだけパンダ 大塚健太、くさかみなこ 小学館
325 ぼくのいいとこ スティーヴ・メツガー、ジャナン・ケイン、石井睦美 少年写真新聞社
324 トルーシー・トルトルとトラ ヘレン・スティーヴンズ、ふしみみさを BL出版
323 ともだちのつくりかた たかいよしかず 大日本図書
322 おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン・エルキン、ジェームズ・ドーハーティ、小宮由 大日本図書
321 せなかのともだち 萩原弓佳 ＰＨＰ研究所
320 おならくらげ ささきあり、ザ・キャビンカンパニー フレーベル館
319 しましまかしてください 林なつ子 教育画劇
318 わたし、もうすぐ２ねんせい！ くすのきしげのり、江頭路子 講談社
317 サムとデイブ、あなをほる マック・バーネット、ジョン・クラッセン、なかがわちひろ あすなろ書房
316 うめぼしさん かんざわとしこ、ましませつこ こぐま社
315 ダンゴムシだんごろう みおちづる、山村浩二 鈴木出版
314 ゆかいなことば　つたえあいましょうがっこう赤のはんたいは？ 宮下すずか、市居みか くもん出版
313 りゆうがあります ヨシタケシンスケ PHP研究所
312 こころとしんぞう 中川ひろたか、村上康成 保育社
311 バルト　氷の海を生きぬいた犬 モニカ・カルネシ、中井貴惠 徳間書店
310 もしかしてぼくは 内田麟太郎 鈴木出版
309 あたし、うそついちゃった ローラ・ランキン 評論社
308 きもち ジャナン・ケイン 少年写真新聞社
307 カマキリの生きかた　さすらいのハンター 筒井学 小学館
306 あひるの手紙 朽木祥、ささめやゆき　　 佼成出版社
305 いつもみていた　ゆめをかなえた女の子　ジェーン・グドール ジャネット・ウィンター 福音館書店
304 おかしなゆき　ふしぎなこおり 片平孝 ポプラ社
303 じゃんけんのすきな女の子 松岡享子 学研
302 しまうまのたんじょうび トビイ　ルツ PHP研究所
301 おねえちゃんって、もうたいへん！ いとうみく 岩崎書店
300 ぼくらのあか山 藤本四郎 文研出版
299 あいうえおたくはいびん ことはてんこ くもん出版
298 ええところ くすのきしげのり 学研マーケティング
297 ぞうくんのはじめてのぼうけん セシル・ジョスリン あかね書房
296 つむぎがかぞくになった日 なりゆきわかこ ポプラ社
295 ケンタのとりのすだいさくせん 山下美樹 文渓堂
294 かえってきたドロンコ みやもとただお 文研出版
293 ほんなんてだいきらい！ バーバラ・ポットナー 主婦の友社
292 パパはステキな男のおばさん 石井睦美 BL出版
291 通学路の草花えほん 大島加奈子 PHP研究所
290 ゴリラのウーゴ　ひとりでおつかい　 礒　みゆき　 ポプラ社
289 がまんのケーキ かがくいひろし 教育画劇
288 かえるのどびん 野村たかあき 教育画劇
287 しまうまのしごとさがし トビイ・ルツ ＰＨＰ研究所
286 ないしょのおともだち ビバリー・ドリフリオ ほるぷ出版

H23.10.14

H29.10.1

H28.10.7

H27.10.9

H26.10.1

H22.10.22

H25.10.15

H24.10.12

H30.10.1

R1.10.1

R2.10.1
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埼玉県立久喜図書館
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
285 雨あがり 稲本昭治 文研出版
284 おばけ屋のおばけかき あわたのぶひこ 小峰書店
283 ねむりのはなし ポール・シャワーズ 福音館書店
282 そっと　いちどだけ なりゆきわかこ ポプラ社
281 てのひら　かいじゅう 松橋利光 そうえん社
280 もうすぐママは星になる 　がんの母親とジェイミー スー・ローソン 汐文社
279 じがかけなかったライオンのおうさま マルチィン・バルトシャイト フレーベル館
278 かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ 徳間書店
277 アップルパイたべてげんきになぁれ 茂市　久美子 国土社
276 １ねん１くみ１ばんくいしんぼう 後藤　竜二 ポプラ社
275 「おめでとう」をいっぱい 宮川ひろ ＰＨＰ研究所
274 くちばし　どれが一番りっぱ？ ビアンキ 福音館書店
273 ハンタイおばけ トム・マックレイ 光村教育図書
272 おばあちゃんのはねまくら Ｒ．インピ 評論社
271 せかいでひとつだけのケーキ あいはらひろゆき 教育画劇
270 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介 鈴木出版
269 ふでばこの中のキョウリュウ 花田鳩子 学習研究社
268 とうちゃんはかんばんや 平田昌広 教育画劇
267 おともださにナリマ小 たかどのほうこ フレーベル館
266 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也 ポプラ社
265 イルカのＫちゃん 田口周一、DOLPHIN　CLUB 教育出版
264 しあわせいっぱい荘にやってきたワニ アーシュラ・ウイリアムズ 福音館書店
263 にんじゃにんじゅろう 舟崎克彦 学習研究社
262 やっぱり犬がほしい スギヤマカナヨ アリス館
261 くまくんのたまご イングリット・ディーター・シューベルト 星の環会
260 ドキドキ！おともだちビデオ 赤羽じゅんこ 文研出版
259 ぼくだけのこと 森絵都 理論社
258 こねこムーとリッピィのゆめ 江崎雪子 ポプラ社
257 とんとんとん！とをたたくのはだあれ？ サリー・グリンドレー 評論社
256 どろぼうトラ吉とどろぼう犬クロ 那須正幹 佼成出版社
255 わんぱくゴリラのモモタロウ わしおとしこ くもん出版
254 だいじな いす 松岡節 ひかりのくに
253 ベンジャミンのたからもの ガース・ウイリアムズ あすなろ書房
252 なないろ山のひみつ 征矢かおる 福音館書店
251 はたらきありさん 七尾純 偕成社
250 あかいさばくのまじょ 山口節子　　　　　 佼成出版社
249 ありがとうのきもち 柴田愛子 ポプラ社
248 わたしのおとうと、へん…かなあ マリ＝エレーヌ・ドルバル 評論社
247 ひらがなむしぶんぶん 山下明生 理論社
246 わたしのクジラくん 山下明生 佼成出版社
245 オオカミのともだち きむらゆういち 偕成社
244 かぜの学校のはじまり 今村葦子 ほるぷ出版
243 ねんねんねん あまんきみこ 小峰書店
242 たまごにいちゃん あきやまただし 鈴木出版
241 夏のわすれもの 福田岩緒 文研出版
240 Tシャツのライオン ウーリー・オルレブ　　 講談社
239 夢はワールドカップ ティム・ヴァイナー あかね書房
238  くいしんぼうのあおむしくん 槇ひろし 福音館書店
237 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子 童心社
236 ホラーハウスは海からいっぷん 山下明生 学習研究社
235 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上八千世 ほるぷ出版
234 たぬきくんのかくれんぼ 松田範祐 文溪堂
233 ぼくたちのいちょうの木 清水道尾 童心社
232 パヨカカムイ かやのしげる 小峰書店
231 ただいま、かあさん 水野寿美子 ポプラ社
230 こころからあいしてる ジャンーバプティステ・バロニアン 評論社
229 おじいちゃんの目、ぼくの目 Ｐ．マクラクラン 文研出版
228 だめ犬フーフー 山口タオ 佼成出版社
227 はがぬけたらどうするの？ セルビー・ピラー フレーベル館
226 風の子のミトンとあなぐまモンタン 茂市久美子 学習研究社
225 そらまめくんのベッド なかやみわ 福音館書店

H12.10.13

H15.10.14

H14.10.18

H21.10.1

H20.10.1

H17.10.14

H19.10.12

H18.10.13

H16.10.15

H13.10.19
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
224 ボロ いそみゆき ポプラ社
223 そらからきたボーボ わたりむつこ ＰＨＰ研究所
222 あのときすきになったよ 薫くみこ 教育画劇
221 海うさぎのきた日 あまんきみこ 小峰書店
220 マンヒの家 クオンユンドク セーラー出版
219 ケチルさんのぼうけん たかどのほうこ フレーベル館
218 クマゲラ 瀬戸波たいら くもん出版
217 こうもりくん ゲルタ・ヴァーゲナー 徳間書店
216 まってました、コータロー！ あかねるつ 新日本出版社
215 ねずみのすもう わたなべさもじろう 鈴木出版
214 はなのみち 岡信子 岩崎書店
213 ぞうむしくんがんばる かみやしん 金の星社
212 ジョシィ・スミスのおはなし マグダレン・ナブ 福音館書店
211 １ねん１くみ１ばんひみつ！ 後藤竜二 ポプラ社
210 ぼくのおとうとアントニー ベッツィ・バイヤース 文化出版局
209 つきよの森のおくりもの 高村たかし 旺文社
208 はじめは「や！」 香山美子 鈴木出版
207 ぼくとおかあさん 宮本忠夫 くもん出版
206 お手玉いくつ 長崎源之助 教育画劇
205 ダチョウのくびはなぜながい？ ヴァーナ・アーダマ 冨山房
204 せかいでいちばんおりこうないぬ アニタ・ジェラーム 国土社
203 だれのしわざ？ 瀬尾七重 旺文社
202 からだっていいな 山本直英　　片山健 童心社
201 かわうそのサーン テサ・ポター 文渓堂
200 森のせんたくやさんあなぐまモンタン 茂市久美子 学習研究社
199 ベルナの目はななえさんの目 郡司ななえ、織茂恭子 童心社
198 おサルちゃん 斎藤和幸 小学館
197 げんきになるって！ アン・フォッシュリンド 岩崎書店
196 ますだくんの１ねんせい日記 武田美穂 ポプラ社
195 ともだちどんどこどん 川北亮司 くもん出版
194 きつねのゆうしょくかい 安房直子 講談社
193 しもやけぐま 今江祥智 草土文化
192 みんなであそぼう 有木昭久　　西村繁男 福音館書店
191 せかいいちうつくしいぼくの村 小林豊 ポプラ社
190 かまきりっこ 近藤薫美子 アリス館
189 たんけんちびぞう 工藤直子　　広瀬弦 学習研究社
188 マンホールからこんにちは いとうひろし ほるぷ出版
187 まいごのペンギン　フジのはなし 鶴見正夫　赤岩保元　　　 金の星社
186 りんご畑の九月 後藤竜二　長谷川知子 新日本出版
185 おっと先生とひみつ 清水道尾　津尾美智子 文研出版
184 父ちゃんのオカリナ 岸本進一　池内悦子 汐文社
183 ぼくらのピカピカ星 泉啓子　狩野ふきこ 佼成出版社
182 おばあちゃんからのありがとう 名木田恵子　いそみゆき ポプラ社
181 くまくんはびょうきです 松田範祐　せべまさゆき 文渓堂
180 いぬのマーサがしゃべったら スーザン・メドー フレーベル館
179 オンロックがやってくる 小野かおる 福音館書店
178 チンパンジーのチェリー 亀井一成　福田岩緒 ＰＨＰ研究所
177 ぶな森のなかまたち 今村葦子　遠藤てるよ 童心社
176 科学絵本　マザーツリー 村田真一　松岡達英 小学館
175 ひみつのやどのおきゃくさま 茂市久美子　土田義晴 教育画劇
174 いもむしのうんち Ｅ・Ｅ・ネット アリス館
173 ろばのナポレオン レギーネ・シントラー 福音館書店
172 ふとんやまトンネル 那須正幹 童心社
171 かわいいナキウサギ 鈴木欣司　長谷川和良 大日本図書
170 ＴＨＥ　ＢＥＡＲ　くまさん レイモンド・ブリッグス 小学館
169 おれんちのいぬ　チョビコ 那須田淳 小峰書店
168 おばあちゃんの　せなか 砂田弘 金の星社
167 ひだまり村の　あなぐまモンタン 茂市久美子 学習研究社
166 あかちゃんなんて　だいきらい ジュリア・マックレランド 岩崎書店

H9.10.1

H9.4.25

H8.10.15

H10.4.21

H7.10.2

H8.4.26

H10.10.9

H11.10.12
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埼玉県立久喜図書館
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
165 やまの花まつり たかぎあきこ リーブル
164 王さま魔法ゲーム 寺村輝夫 理論社
163 あさごはん　ひるごはん　ばんごはん 今江祥智 ベネッセコーポレーション

162 ヤンメイズとりゅう 松居直　関野　喜久子 福音館書店
161 そんなのずるいよ！タイローン ハンス・ウィルヘム 評論社
160 かまきりさまの　おとおり 村上康成 ひかりのくに
159 ももの里 毛利まさみち 汐文社
158 おじいちゃんのたからもの 鈴木喜代春 大日本図書
157 にゅうがくしきのプレゼント 梅田俊作　梅田佳子 新日本出版社
156 たんぽぽ色のリボン 安房直子 小峰書店
155 やまんばしみず 高橋忠治 佼成出版社
154 赤ちゃんを　ほしがった　お人形 インキオフ 偕成社
153 いぬと　ともだちになる　えほん 中村ふじ子　若杉裕子 文化出版局
152 ゆめのつづきは… 斉藤洋 フレーベル館
151 ハーランベー、アフリカ 東君平 ひかりのくに
150 カラーアルバム　昆虫　オトシブミ 佐藤有恒　沢田佳久 誠文堂新光社
149 クンクンのたんけん 森山京 小峰書店
148 森のおくりもの 土田義晴 佼成出版社
147 小鳥の先生、ただいま診療中！ 横田順彌 くもん出版
146 三代目の自転車 砂田弘 旺文社
145 かみなりケーキ パトリシア・ポラッコ あかね書房
144 水よう日は　ぎゅうにゅうの日 依田逸夫 文研出版
143 だごだご　ころころ 石黒渼子　梶山俊夫 福音館書店
142 焼けあとの、おかしの木 野坂昭如 汐文社
141 トアトア　まよなかのぼうけん クラウス・バウムガルト 草土文化
140 ゴッホの絵本　－うずまきぐるぐる－ 結城昌子 小学館
139 ぼくのともだち　いばりんぼ 茂市久美子 国土社
138 ちいさいえりちゃん 村山早紀 あかね書房
137 こうたのてんぐ山えにっき わたなべゆういち リーブル
136 マイケルはとんでもない トニー・ブラッドマン 評論社
135 年老いたメス狼と女の子の話 野坂昭如 汐文社
134 森のクンクン 森山京 小峰書店
133 むしばぼくじょう 名木田恵子 講談社
132 えんそくの　おみやげ はまみつを 金の星社
131 とりかえっこ　ちびぞう 工藤直子 学習研究社
130 そうげんのおうさまタンガ 藤島生子 文研出版
129 しりたがりやのふくろうぼうや マイク・サラー 評論社
128 けんだまめいじん　おみやげに 宮川ひろ 童心社
127 ぼくだけのひみつ 山崎陽子 佼成出版社
126 ぼくとおとうさん 宮本忠夫 くもん出版
125 でんぐりん 正道かほる あかね書房
124 クムカン山のトラたいじ 松谷みよ子 ほるぷ出版
123 パンのかけらとちいさなあくま 内田莉莎子 福音館書店
122 こいしが　どしーん 内田麟太郎 童心社
121 おのちゃんクラスがばくはつだ 中島信子 大日本図書
120 かあさん　ねむっちゃだめ 西本鶏介 佼成出版社
119 かぜをひいた　ちびくまくん イングリート・ユーベ 偕成社
118 ちいさなひつじフリスカ ロブ・ルイス ほるぷ出版
117 ベトちゃんドクちゃんからのてがみ 松谷みよ子 童心社
116 夕日の三・三・七びょうし 丘修三 草土文化
115 モジャクマくんのいえで イリーナ・コルシュノフ 講談社
114 ぼくはぼくだよ 内田麟太郎 あすなろ書房
113 あきらくん　かおるちゃん もりやまみやこ あかね書房
112 一円電車できたほらちゃん 藤田千津 文研出版
111 ぶな森のキッキ 今村葦子 童心社
110 こまった鳥の木 スーザン・メドー あすなろ書房
109 とうげでであったおとこのこ 梅田俊作・佳子 PHP研究所
108 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン 評論社
107 ぼく、きえちゃったよ 山口節子 草土文化

H3.10.1

H6.4.1

H4.10.1

H5.4.1

H5.10.1

H4.4.1

H6.10.3

H7.4.3
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
106 ひいらぎはかせのバイキンたいじ たむらしげる フレーベル館
105 じめんのしたのなかまたち エベリーン・ハスラー 富山房
104 わんぱくだんのかくれんぼ ゆきのゆみこ、上野与志 ひさかたチャイルド
103 イワナの銀平海へゆく 村田千晴 農山漁村文化協会
102 まいごのたまご 柏葉幸子 国土社
101 えっへんそこのけ 金森三千雄 佼成出版社
100 しっぽを出したお月さま 西本鶏介 旺文社
99 花ゲリラってしってる？ 藤田千津 あかね書房
98 ぼくのうたきいて 今村葦子 あかね書房
97 星のふる森 渡洋子 あすなろ書房
96 しっぽが五本 山本斐子 くもん出版
95 がんばれゴロウ！ 福田岩緒 文研出版
94 おやつ＋おやつーおやつ＝？ 泉啓子 岩崎書店
93 うしろのあかんべえ 杉山伸 秋書房
92 犬をふたりで半分こ ディミター・インキオフ 学習研究社
91 ちいさなちいさなひみつのおうち 森津和嘉子 PHP研究所
90 ま夜中のおきゃくさま 岸武雄 新日本出版社
89 ぞうさんのスパゲッティすてきなスパゲッティ 桜井信夫 国土社
88 きみのとおんなじさ エバ・エリクソン 岩崎書店
87 ふたりぼっちのおるすばん 北村けんじ くもん出版
86 あたまにかきのき 望月新三郎 フレーベル館
85 みなしごギツネ イリーナ・コルシュノフ 福武書店
84 ぼくのエプロンは空色 山本なおこ PHP研究所
83 ひろしまのエノキ 長崎源之助 童心社
82 ジーゼルカーはまんいんです 槻野けい 岩崎書店
81 わんわんレストランへどうぞ 竹崎有斐 あかね書房
80 ぼくはおこった ハーウィン・オラム 佑学社
79 どこからきこえてくるの？ バイオレット・イーストン ほるぷ出版
78 あらしの日 木村セツ子 文研出版
77 ジャムねこさん　新版 松谷みよ子 大日本図書
76 チルのどろんこのしっぽ 赤座憲久 新日本出版社
75 まよなかのおつかい 舟崎克彦 秋　書房
74 ちびっこのペンギンピート マーカス・フィスター フレーベル館
73 ねむっちゃだめだよかえるくん さくらともこ PHP研究所
72 あれ、お空がもえてるよ フランク・アッシュ 評論社
71 いちねんせい 谷川俊太郎 小学館
70 いいものもらった 森山京 小峰書店
69 ソメコとオニ 斎藤隆介 岩崎書店
68 くやしい王さまがいこつじけん 寺村輝夫 理論社
67 かえるちゃんのおねしょ わたなべゆういち PHP研究所
66 つりかわマルくん 松岡節 ひさかたチャイルド
65 こいぬのチップはおるすばん？ 竹下文子 講談社
64 ごめんねペケ すぎやましん 偕成社
63 ごめんねがいえなくて 藤田千津 あかね書房
62 まほうおしっこシーコッコ 矢玉四郎 文研出版
61 おしゃれなおたまじゃくし さくらともこ PHP研究所
60 みやこちゃん しみずみちお 小峰書店
59 おばけたろうは１ねんせい 大川悦生 金の星社
58 まほうのチョーク 小沢正 教育画劇
57 こまった先生のどうぶつびょういん 浅川じゅん 学習研究社
56 さんまのさんすう 山下明生 理論社
55 うしかた山んば 坪田譲治 ほるぷ出版
54 もしもしゆうびんです 宮本忠夫 ひさかたチャイルド
53 どろんこようちえん 長崎源之助 童心社
52 さっちゃんのまほうのて 先天性四肢障害児父母の会 偕成社
51 のねずみくんは一ねんせい 和田玲子 岩崎書店
50 いたずらこんぎつね 清水達也 あかね書房
49 うそつき王さまいぬをかう 寺村輝夫 理論社
48 ぽんぽん山の月 あまんきみこ 文研出版
47 風来坊 川端誠 PHP研究所
46 そらをとんだこめだわら 二俣英五郎 ひさかたチャイルド
45 えのすきなねこさん にしやまかやこ 童心社
44 おてつだいはもういやだ Ｍ．Ｗ．シャーマット 岩崎書店

H2.4.2

S62.10.1

S61.10.1

S63.4.1

H3.4.1

H1.10.2

H2.10.1

S62.4.1

S63.10.1

H1.4.1
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推奨年月日 書　　　名 著　者　名 出　版　社
43 おじいちゃん ジョン・バーニンガム ほるぷ出版
42 そらをとんだけいこのあやとり やまわきゆりこ 福音館書店
41 ロロ王さまとあそぼうよ デイビッド・マッキー 評論社
40 はちまんさまのこまいぬ 岩崎京子 ひさかたチャイルド
39 百羽のツル 花岡大学 戸田デザイン研究室
38 こぎつねキッコ 松田正子 童心社
37 あたしたちきょうだいうれしいな！ 梅田俊作、梅田佳子 新日本出版社
36 ライオン 増井光子 集英社
35 そばのはなさいたひ こわせたまみ 佼成出版社
34 じろりじろり デイビット・マッキー アリス館
33 きいろいばけつ もりやまみやこ あかね書房
32 七つのぽけっと あまんきみこ 理論社
31 ぼくたちともだち ヘルメ・ハイネ 佑学社
30 おかあさん、おいてかないで Ａ．ボイネシティ ポプラ社
29 ししときつね 岩崎京子 ほるぷ出版
28 あかりの花 君島久子 福音館書店
27 えっちゃんのあけた青いまど 岸武雄 新日本出版社
26 チョコねこつれて１年生 鬼塚りつ子 国土社
25 きつねのうみほうずき しみずみちを 金の星社
24 せなかをぴんとのばそう！ 正木健雄 偕成社
23 くいしんぼねずみチョロとガリ 大川悦生 あかね書房
22 ちゃいろのうさぎとしろいうさぎいっしょにすもうね マーガレット・Ｗ．ブラウン 文化出版局
21 わらしべちょうじゃ 岩崎京子 フレーベル館
20 やまがあるいたよ 長新太 童心社
19 ワニのライルとたんじょうパーティー バーナード・ウェーバー 大日本図書
18 あくまのクライネ 太田良作 草土文化
17 いもうとといっしょ 梅田俊作、梅田佳子 新日本出版社
16 どろぼうダダダ ウルズラ・レーマン・グゴルツ さ・え・ら書房
15 さよなら、てんぐ先生 大石真 岩崎書店
14 はだかの王さまＶサイン 生源寺美子 あすなろ書房
13 じどうしゃじどうしゃじどうしゃ 渡辺茂男 あかね書房
12 ちさとじいたん 阪田寛夫 佑学社
11 てんぐのはなかくし さねとうあきら 文研出版
10 さむがりやのねこ わたなべゆういち フレーベル館
9 森のけものたち 田中豊美 福音館書店
8 たんじょうびがきえた 羽田竹美 童心社
7 おにいちゃんといっしょ 梅田俊作、梅田佳子 新日本出版社
6 つくえのうえのうんどうかい 佐藤さとる 小峰書店
5 はじめてのテスト 生源寺美子 金の星社
4 うちへかえりたかった子ネコちゃん ジル・トムリンソン 偕成社
3 ぞうのまあくん アロナ・フランケル アリス館
2 大きな木にすむ小さな神さま 今西祐行 あすなろ書房
1 おじいちゃんとあくしゅ 奥田継夫 あかね書房

S59.10.1

S60.4.1

S60.10.1

S61.4.1
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