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資料展示リスト（2015年 11月１日～2015年 12月 27日） 
 

   

 

 

 

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

ぼく、だんごむし 得田之久／ぶん たかはしきよし／え  福音館書店 2005.4 E ﾀｶ 057 

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく じんぐうてるお／やく  冨山房 1986.10 E ｾﾝ 702 

バナナ 天野實／指導 斎藤雅緒／絵  フレーベル館 2007.8 E ｻｲ 080 

ダレ･ダレ･ダレダ 越野民雄／文 高畠純／絵  講談社 2011.1 E ﾀｶ 036 

キャベツくん 長新太／文・絵  文研出版 1980.9 E ﾁﾖ 001 

だいくとおにろく 松居直／さく 赤羽末吉／え  福音館書店 1962.6 E ｱｶ 001 

てぶくろ エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え うちだりさこ／やく  福音館書店 1965.11 E ﾗﾁ 701 

３びきのくま トルストイ／ぶん バスネツォフ／え  福音館書店 2001.2 E ﾜｽ 703 

三びきのやぎの がらがらどん せたていじ／やく マーシャ・ブラウン／え  福音館書店 1965 E ﾌﾗ 791 

もけら もけら 山下洋輔／ぶん 元永定正／え  福音館書店 1990.11 E ﾓﾄ 003 

ハンタイおばけ トム・マックレイ／文 エレナ・オドリオゾーラ／絵  光村教育図書 2006.10 E ｵﾄ 704 

ありとすいか たむらしげる／作  リブロポート  1990.6 E ﾀﾑ 005 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

久喜市下早見 85－5 Tel：0480-21-2659 

埼玉県のマスコット 

コバトン 

1年生から 3年生の国語の教科書（光村図書）で紹介されている本を集めました。 

教科書で勉強したことに関連のある本や、同じ作者の本だったら興味をもって読めるかも。 

「読書が苦手」「どんな本を読んだらいいかわからない」 

・・・なんてお悩みの子にオススメ！ 

も く じ 

1年生・・・１～２ｐ 

2年生・・・２～４ｐ 

3年生・・・４～６ｐ 
 

1 年 生 

 

1 年 生 

 

●リストは、平成 27年 10月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 

●教科書の掲載順になっています。 
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あさになったので まどをあけますよ 荒井良二／著  偕成社 2011.12 E ｱﾗ 001 

なつのいちにち はたこうしろう／作  偕成社 2004.7 E ﾊﾀ 012 

いのちのカプセル まゆ 新開孝／写真・文 ポプラ社 2008.6 486 ｲﾉ 

１ねん １くみの １にち 川島敏生／写真・文  アリス館 2010.9 E ｶﾜ 106 

あいうえおうさま 寺村輝夫／文 和歌山静子／絵  理論社 1979.12 E ｱ 

まほうのコップ 藤田千枝／原案 川島敏生／写真  福音館書店 2012.9 E ｶﾜ 106 

花いっぱいに なぁれ 松谷みよ子／さく 司修／え  大日本図書 1982.9 ﾏ 

はたらく自動車ずかん 高島鎮雄／監修  成美堂出版 1998.12 537 ﾊﾀ 

はたらく くるま 小賀野実／写真 ポプラ社 2002.12 513 ﾊﾀ 

どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん マーガレット・ブロイ・グレアム／え  福音館書店 1964.3 E ｸﾚ 718 

ぐりとぐら 中川李枝子／さく 大村百合子／え  福音館書店 2007.6 E ｵｵ 108 

なぞなぞのみせ 石津ちひろ／なぞなぞ なかざわくみこ／え  偕成社 2011.9 E ﾅｶ 425 

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 

ゾウ 

増井光子／監修  ポプラ社 2008.3 480 ｸﾗ 

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 

パンダ 

増井光子／監修  ポプラ社 2008.3 480 ｸﾗ 

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 

チンパンジー 

増井光子／監修  ポプラ社 2008.3 480 ｸﾗ 

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん 

ペンギン 

増井光子／監修  ポプラ社 2008.3 480 ｸﾗ 

 

 

 

作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

はるにあえたよ 原京子／文 はたこうしろう／絵  ポプラ社 2007.3 E ﾊﾀ 012 

はるがきた ジーン・ジオン／文 マーガレット・ブロイ・グレアム／絵  主婦の友社 2011.3 E ｸﾚ 718 

はるをさがしに 久保秀一／写真 七尾純／文  偕成社 2002.4 486 ﾊﾙ 

カムイチカプ 藤村 久和／文 手島圭三郎／絵 福武書店  1984.10 E ｶ 

八郎 斉藤隆介／著 滝平二郎／画  福音館書店 1977 E ﾊ 

鉢の木 たかしよいち／文 石倉欣二／絵  ポプラ社 2005.11 E ｲｼ 024 

ものぐさ太郎 高田充也／文 野中秀司／絵  郷土出版社 2009.12 E ﾉﾅ 008 

一休さん 杉山亮／文 長野ヒデ子／絵  小学館 2011.2 E ﾅｶ 042 

ももたろう 松居直／文 赤羽末吉／画  福音館書店 1965 E ｱｶ 001 

吉四六さん 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画  あかね書房 1985.0 38 ﾃ 

さかなは さかな レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1987.5 E ﾚｵ 702 

コーネリアス レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1983.9 E ﾚｵ 702 

じぶんだけの いろ レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1978.6 E ｼﾞ 

ひとあし ひとあし レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1987.2 E ﾋ 

フレデリック レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1987.3 E ﾚｵ 702 

アレクサンダと ぜんまいねずみ レオ＝レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 1987.1 E ﾚｵ 702 

２ 年 生 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

みずいろのぞう ｎａｋａｂａｎ／作  ほるぷ出版 2011.8 E ﾅｶ 316 

どうぞのいす 香山美子／作 柿本幸造／絵  ひさかたチャイルド 1981.11 E ｶｷ 002 

はらぺこあおむし エリック＝カール／作・絵 もりひさし／訳  偕成社 1989.2 E ｶﾙ 704 

もぐらバス 佐藤雅彦／原案 うちのますみ／文／絵  偕成社 2010.4 E ｳﾁ 038 

どうぶつえんの おいしゃさん 降矢洋子／作 増井光子／監修 福音館書店 1982.2 E ﾄﾞ 

どうぶつげんきにじゅういさん 山本省三／作 はせがわかこ／絵  講談社 2011.11 E ﾊｾ 042 

みんなわくわく水族館  松橋利光／写真 池田菜津美／文  新日本出版社 2012.8 480 ﾐﾝ 

はじめてのキャンプ 林明子／さく・え  福音館書店 1984.6 913.6 ﾊﾔ 005 

おおきな きが ほしい さとうさとる／ぶん むらかみつとむ／え  偕成社 1971.1 E ﾑﾗ 005 

かみコップで つくろう よしだきみまろ／さく  福音館書店 1990.10 E ｶ 

シロナガスクジラより大きいものって 

いるの？ 

ロバート・Ｅ．ウェルズ／さく せなあいこ／やく  評論社 1999.4 E ｳｴ 715 

ざっそう 甲斐信枝／ぶん・え  福音館書店 1976.4 E ｶｲ 014 

ゆうひのしずく あまんきみこ／ぶん しのとおすみこ／え  小峰書店 2005.7 E ｼﾉ 022 

だいこんどのむかし 渡辺節子／ぶん 二俣英五郎／え  ほるぷ出版 1984.9 E ﾀﾞ 

ことばのこばこ 和田誠／さく・え  瑞雲舎 1995.7 E ﾜﾀ 003 

けんかのきもち 柴田愛子／文 伊藤秀男／絵  ポプラ社 2001.12 E ｲﾄ 026 

あいうえおっとせい 谷川俊太郎／文 白根美代子／絵  さ･え･ら書房 1978.12 E ｱ 

ねむりの はなし ポール・シャワーズ／さく ウェンディ・ワトソン／え  福音館書店 2008.10 E ﾜﾄ 705 

せなかをとんとん 最上一平／作 長谷川知子／絵  ポプラ社 1996.12 E ﾊｾ 004 

ばしん！ばん！どかん！ ピーター・スピア／ぶん・え 渡辺茂男／やく  童話館出版 2004.10 E ｽﾋ 703 

こんな しっぽで なに するの？ スティーブ・ジェンキンズ／共作 ロビン・ペイジ／共作  評論社 2007.2 E ｺﾝ 

こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子／文 二俣英五郎／画  童心社 1977.9 E ｺ 

かあさんになったあーちゃん ねじめ正一／作 長野ヒデ子／絵  偕成社 1997.8 E ﾅｶ 042 

てのひら かいじゅう 松橋利光／しゃしんとぶん  そうえん社 2008.9 487 ﾃﾉ 

テスの木 ジェス・Ｍ．ブロウヤー／文 ピーター・Ｈ．レイノルズ／絵  主婦の友社 2010.4 E ﾚｲ 714 

ふたりは いっしょ アーノルド=ローベル／作 三木卓／訳 文化出版局 1972 933 ﾛﾍ 704 

ふたりは ともだち アーノルド=ローベル／作 三木卓／訳 文化出版局 1972 E ﾛﾍ 704 

ふたりは いつも アーノルド=ローベル／作 三木卓／訳 文化出版局 1977.5 E ﾛﾍ 704 

ふたりは きょうも アーノルド=ローベル／作 三木卓／訳 文化出版局 1980.8 E ﾛﾍ 704 

てじなで だましっこ 佐伯 俊男／さく 福音館書店 1989 E ﾃ 

おりがみとあきばこで どうぶつえん いまいみさ／著  毎日新聞社 2008.9 750 ｵﾘ 

すみれちゃん 石井睦美／作 黒井健／絵  偕成社 2005.12 913.6 ｲｼ 042 

すみれちゃんは一年生 石井睦美／作 黒井健／絵  偕成社 2007.12 913.6 ｲｼ 042 

すみれちゃんのあついなつ 石井睦美／作 黒井健／絵  偕成社 2009.7 913.6 ｲｼ 042 

すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井睦美／作 黒井健／絵  偕成社 2011.12 913.6 ｲｼ 042 

遊び図鑑 奥成達／文 ながたはるみ／絵  福音館書店 1987.5 79 ｱ 

みんなであそぼう  石井英行／文 いたやさとし／絵  玉川大学出版部 2012.12 781 ﾐﾝ 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

そろったわになったのあそび  かこさとし／絵と文  農山漁村文化協会 1992.2 79 ｶ 

ラン パン パン マギー・ダフ／さいわ 山口文生／やく  評論社 1989.6 E ﾗ 

チンパンジーとさかなどろぼう ジョン・キラカ／作 若林ひとみ／訳  岩波書店 2004.6 E ｷﾗ 701 

王さまと九人のきょうだい 君島久子／訳 赤羽末吉／絵  岩波書店 1981.4 E ｱｶ 001 

とらとほしがき パク・ジェヒョン／再話・絵 おおたけきよみ／訳  光村教育図書 2006.11 E ﾊｸ 513 

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／さく せたていじ／やく  福音館書店 2001.6 E ｱﾃ 703 

みどりいろのたね たかどのほうこ／作 太田大八／絵  福音館書店 1988.4 E ｵｵ 008 

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／さく 松岡享子／やく  福音館書店 1992.5 933 ｳｲ 731 

ふゆめがっしょうだん 富成忠夫／写真 茂木透／写真  福音館書店 1990.1 E ﾌ 

しっぽ！ 竹下文子／作 長野ともこ／絵 学習研究社 2007.10 913.6 ﾀｹ 007 

きもち 谷川俊太郎／ぶん 長新太／え  福音館書店 2008.2 E ﾁﾖ 001 

なぞなぞのすきな女の子 松岡享子／さく 大社玲子／え  学習研究社 1973.2 913.6 ﾏﾂ 073 

こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール／文 ジェローム・ウェクスラー／写真  福音館書店 1982.11 E ｳｴ 750 

きんいろのとけい 片山令子／文 柳生まち子／絵  クレヨンハウス 1993.12 E ｷ 

のぞく 天野祐吉／文 後藤田三朗／写真  福音館書店 2006.5 E ﾉｿ 

クラゲゆらゆら 楚山いさむ／写真・文  ポプラ社 2008.3 483 ｸﾗ 

さっちゃんのまほうのて たばたせいいち／〔編〕 先天性四肢障害児父母の会／〔編〕  偕成社 1985.10 E ﾀﾊ 002 

生麦生米生卵 長谷川義史／作 齋藤孝／編  ほるぷ出版 2006.12 E ﾊｾ 026 

言葉図鑑② ようすのことば 五味太郎／監修・制作 偕成社 1985.11 E ｺ 

ペンギンたんけんたい 斉藤洋／作 高畠純／絵  講談社 1991.8 ｻ 

お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニエツ／絵と文 いずみちほこ／訳  セーラー出版 1995.9 E ｸﾚ 711 

はがぬけたらどうするの？ セルビー・ビーラー／文 ブライアン・カラス／絵  フレーベル館 1999.5 E ｶﾗ 704 

しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく うちだりさこ／やく  福音館書店 1982.6 E ﾌﾃ 701 

 

 

 

作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

ともだちや 内田麟太郎／作 降矢なな／絵  偕成社 1998.1 E ﾌﾘ 001 

あらしのよるに きむらゆういち／作 あべ弘士／絵  講談社 2000.6 E ｱﾍ 010 

風の草原 いわむらかずお／文・絵  理論社 1991.8 ｲ 

森のおくの小さな物語 林原玉枝／作 はらだたけひで／絵  
冨山房インタ

ーナショナル 
2010.12 913.6 ﾊﾔ 024 

お手玉 日本のお手玉の会／監修 大西伝一郎／文 文溪堂 1997.9 798 ｵﾃ 

凧 日本の凧の会／監修 茂出木雅章／文 文溪堂 2002.3 759 ﾀｺ 

昔の子どものくらし事典 本間昇／監修  岩崎書店 2006.3 384 ﾑｶ 

すてきな日本の伝統 いろいろあそび   教育画劇 2012.2 382 ｽﾃ 

学校ウサギをつかまえろ 岡田淳／さく・え  偕成社 1986.12 913.6 ｵｶ 009 

おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉幸子／作 ひらいたかこ／絵  ポプラ社 2006.7 913.6 ｶｼ 003 

３ 年 生 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

カモメがくれた三かくの海 山下明生／作 古屋洋／絵  日本標準 2008.4 913.6 ﾔﾏ 013 

そいつの名前はエメラルド 竹下文子／作 鈴木まもる／画  金の星社 2008.10 913.6 ﾀｹ 007 

ニューワイド学研の図鑑 鳥   学習研究社 2009.11 488 ﾄﾘ 

草の名前が葉っぱでわかる 近田文弘／ぶん おくやまひさし／え  大日本図書 2001.3 470 ｸｻ 

さかなのかたち ともながたろ／え なかのひろみ／ぶん  アリス館 2005.2 487 ｻｶ 

今森光彦 昆虫記 今森光彦／著  福音館書店 1988.7 48 ｺ 

やまおやじ  今森光彦／写真・文  小学館 2006.9 653 ﾔﾏ 

今森光彦フィールドノート 里山 今森光彦／著  福音館書店 2004.5 291 ｻﾄ 

あやとりひめ 森山京／作 飯野和好／絵  理論社 1998.9 913.6 ﾓﾘ 008 

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく ケビン・ホークス／え  岩崎書店 2007.4 E ﾎｸ 704 

ぼくのかえりみち ひがしちから／作  ＢＬ出版 2008.10 E ﾋｶ 023 

どんなかんじかなあ 中山千夏／ぶん 和田誠／え  自由国民社 2005.7 E ﾜﾀ 003 

くさびら もとしたいづみ／文 竹内通雅／絵  講談社 2007.6 E ﾀｹ 066 

ココロ屋 梨屋アリエ／作 菅野由貴子／絵  文研出版 2011.9 933.6 ﾅｼ 002 

島ひきおに 山下明生／文 梶山俊夫／絵  偕成社 1973.2 E ｶｼ 002 

ねこのなまえ いとうひろし／作  徳間書店 2006.5 E ｲﾄ 007 

はれときどきぶた 矢玉四郎／作・絵  岩崎書店 1980.9 913.6 ﾔﾀ 001 

ラポラポラ  ふくだゆきひろ／しゃしんとぶん  そうえん社 2007.3 E ﾌｸ 063 

むし歯のもんだい 北川原健／著 柳生弦一郎／著  福音館書店 1997.11 497 ﾑｼ 

本のれきし 5000 年 辻村益朗／作  福音館書店 1992.10 02 ﾎ 

きのこ  埴沙萠／写真・文  ポプラ社 2011.9 474 ｷﾉ 

たまごのはなし  ダイアナ・アストン／文 シルビア・ロング／絵  ほるぷ出版 2007.4 E ﾛﾝ 701 

「和」の行事えほん 春と夏の巻 高野紀子／作  あすなろ書房 2006.6 386 ﾜﾉ 

ぞうのミミカキ まど・みちお／詩  理論社 1998.6 911.5 ﾏﾄ 002 

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ／著 ＪＵＬＡ出版局 1984.8 91.1 ｶ 

あるひ あひるが あるいていると 二宮由紀子／作 高畠純／絵  理論社 2007.7 913.6 ﾆﾉ 002 

えんぴつびな 長崎源之助／作 長谷川知子／絵  金の星社 1984.2 E ｴ 

かわいそうな ぞう つちやゆきお／ぶん たけべもといちろう／え  金の星社 1970.8 E ﾀｹ 046 

おかあさんの木 大川悦生／作 箕田源二郎／絵  ポプラ社 1981.8 ｵ 

こどものずかん Mio たべもの   ひかりのくに 2005.10 596 ﾀﾍ 

すがたをかえる米・麦 幕内秀夫・神みよ子／監修 学習研究社 2006.2 596 ﾐｼ 

フレーベル館の図鑑ナチュラ たべもの 三浦理代／監修 フレーベル館 2006.1 596 ﾀﾍ 

いわし おいしく食べる知恵 奥村彪生／作 中川学／絵  農山漁村文化協会 2008.12 596 ｵﾓ 

世界のむかしばなし 瀬田貞二／訳 太田大八／絵  のら書店 2000.10 388 ｾｶ 

長ぐつをはいたねこ シャルル・ペロー／原作 ハンス・フィッシャー／ぶん・え  福音館書店 1980.5 E ﾅ 

ほしになった りゅうのきば 君島久子／再話 赤羽末吉／画  福音館書店 1973 E ﾎ 

天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン／さく 山口文生／やく  評論社 1987.11 E ﾃ 

日本のむかしばなし 瀬田貞二／文 瀬川康男／絵  のら書店 1998.10 388 ﾆﾎ 
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作品名 作者・訳者・監修等 発行元 出版年 請求記号 

シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン／文・絵 脇明子／訳  岩波書店 2002.2 E ｾﾏ 701 

くいしんぼうシマウマ ムウェニエ・ハディシ／文 アドリエンヌ・ケナウェイ／絵  西村書店 1988.9 E ｸ 

発見 栗林さんの虫めがね１ 栗林慧／著  フレーベル館 2004.3 486 ｸﾘ 

アゲハ 中山れいこ／著 矢後勝也／監修 少年写真新聞社 2012.2 480 ｲﾉ 

雄太昆虫記 中川雄太／作  くもん出版 2002.3 486 ﾕｳ 

塩の絵本 高梨浩樹／へん 沢田としき／え  農山漁村文化協会 2006.6 669 ｼｵ 

卵のひみつ 小竹千香子／著 永井泰子／絵  さ･え･ら書房 1987.4 40 ﾀ 

ここにも、こけが･･･ 越智典子／文 伊沢正名／写真  福音館書店 2010.5 475 ｺｺ 

植物は動いている 清水清／著  あかね書房 2005.4 470 ｼﾖ 

よわいかみ つよいかたち かこさとし／著・絵  童心社 1988.9 40 ﾖ 

じしゃくのふしぎ フランクリン・Ｍ．ブランリー／さく トゥルー・ケリー／え  福音館書店 2009.7 E ｹﾘ 701 

かみなりむすめ 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵  岩崎書店 1988.7 E ｶ 

花さき山 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵  岩崎書店 1969 E ﾀｷ 003 

ふき 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵  岩崎書店 1998.11 E ﾀｷ 003 

半日村 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵  岩崎書店 1980.9 E ﾊ 

三コ 斉藤隆介／作 滝平二郎／絵  福音館書店 1969 E ｻ 

木 佐藤忠良／画 木島始／文  福音館書店 2005.7 E ｻﾄ 004 

わすれられない おくりもの スーザン・バーレイ／さく・え 小川仁央／やく  評論社 1986.10 E ｳｱ 704 

へっこきあねさがよめにきて 大川悦生／文 太田大八／え  ポプラ社 1972 E ｵｵ 008 

かたあしだちょうのエルフ おのきがく／ぶんえ ポプラ社 1970 E ｵﾉ 028 

じゅげむ 川端誠／〔作〕  クレヨンハウス 1998.4 E ｶﾜ 016 

歩いて行こう 北ふうこ／作 岡本美子／絵  学習研究社 2003.11 913.6 ｷﾀ 055 

おにころちゃんとりゅうのはな やぎたみこ／作・絵  岩崎書店 2010.9 E ﾔｷ 018 

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／作 村上春樹／訳  あすなろ書房 2010.9 E ｼﾙ 701 

みさき食堂へようこそ 香坂直／作 北沢平祐／絵  講談社 2012.5 913.6 ｺｳ 066 

クマよ 星野道夫／文・写真  福音館書店 1999.10 489 ｸﾏ 

糸あそび 布あそび 田村寿美恵／文 平野恵理子／絵  福音館書店 2003.3 594 ｲﾄ 

干し柿 西村豊／写真・文  あかね書房 2006.10 E ﾆｼ 100 

鳥の巣いろいろ 鈴木まもる／作／絵  偕成社 2006.4 E ｽｽ 017 

ファーブル昆虫記の虫たち１ 熊田千佳慕／絵・文  小学館 1998.4 726 ﾌｱ 

「和」の行事えほん 秋と冬の巻 高野紀子／作  あすなろ書房 2007.10 386 ﾜﾉ 

ほんとこうた・へんてこうた 阪田寛夫／詩 織茂恭子／画  大日本図書 1999.12 911.5 ｻｶ 003 

カタカナ ダイボウケン 宮下すずか／さく みやざきひろかず／え  偕成社 2009.11 913.6 ﾐﾔ 116 

すき 谷川俊太郎／作 和田誠／絵  理論社 2006.5 911.5 ﾀﾆ 005 
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索引（さくいん） 

作品名 学年 作品名 学年

あ あいうえおうさま 1年生 クマよ ３年生

あいうえおっとせい ２年生 クラゲゆらゆら ２年生

アゲハ ３年生 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ゾウ 1年生

あさになったので まどをあけますよ 1年生 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん チンパンジー 1年生

遊び図鑑 ２年生 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん パンダ 1年生

あやとりひめ ３年生 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ペンギン 1年生

あらしのよるに ３年生 ぐりとぐら 1年生

ありとすいか 1年生 けんかのきもち ２年生

歩いて行こう ３年生 こいぬがうまれるよ ２年生

あるひ あひるが あるいていると ３年生 コーネリアス ２年生

アレクサンダと ぜんまいねずみ ２年生 こぎつねコンとこだぬきポン ２年生

１ねん １くみの １にち 1年生 ここにも、こけが･･･ ３年生

一休さん ２年生 ココロ屋 ３年生

糸あそび 布あそび ３年生 言葉図鑑② ようすのことば ２年生

いのちのカプセル まゆ 1年生 ことばのこばこ ２年生

今森光彦　昆虫記 ３年生 こどものずかんMio たべもの ３年生

今森光彦フィールドノート 里山 ３年生 こんな しっぽで なに するの？ ２年生

いわし おいしく食べる知恵 ３年生 さ さかなのかたち ３年生

うずらのかあさん ２年生 さかなは さかな ２年生

えんぴつびな ３年生 ざっそう ２年生

王さまと九人のきょうだい ２年生 さっちゃんのまほうのて ２年生

おおきな きが ほしい ２年生 三コ ３年生

おおきな木 ３年生 ３びきのくま 1年生

おかあさんの木 ３年生 三びきのやぎの がらがらどん 1年生

お月さまってどんなあじ？ ２年生 塩の絵本 ３年生

おにころちゃんとりゅうのはな ３年生 じしゃくのふしぎ ３年生

おばけ美術館へいらっしゃい ３年生 しずくのぼうけん ２年生

おりがみとあきばこで どうぶつえん ２年生 しっぽ！ ２年生

お手玉 ３年生 じぶんだけの いろ ２年生

か かあさんになったあーちゃん ２年生 島ひきおに ３年生

かいじゅうたちのいるところ 1年生 じゅげむ ３年生

風の草原 ３年生 植物は動いている ３年生

かたあしだちょうのエルフ ３年生 シロナガスクジラより大きいものっているの？ ２年生

カタカナ ダイボウケン ３年生 シンドバッドの冒険 ３年生

学校ウサギをつかまえろ ３年生 すがたをかえる米・麦 ３年生

かみコップで つくろう ２年生 すき ３年生

かみなりむすめ ３年生 すてきな日本の伝統　いろいろあそび ３年生

カムイチカプ ２年生 すみれちゃん ２年生

カモメがくれた三かくの海 ３年生 すみれちゃんのあついなつ ２年生

かわいそうな ぞう ３年生 すみれちゃんのすてきなプレゼント ２年生

木 ３年生 すみれちゃんは一年生 ２年生

吉四六さん ２年生 世界のむかしばなし ３年生

きのこ ３年生 せなかをとんとん ２年生

きもち ２年生 そいつの名前はエメラルド ３年生

キャベツくん 1年生 ぞうのミミカキ ３年生

きんいろのとけい ２年生 そろったわになったのあそび　 ２年生

くいしんぼうシマウマ ３年生 た だいくとおにろく 1年生

草の名前が葉っぱでわかる ３年生 だいこんどのむかし ２年生

くさびら ３年生 凧 ３年生  
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作品名 学年 作品名 学年

たまごのはなし ３年生 ふたりは きょうも ２年生

卵のひみつ ３年生 ふたりは ともだち ２年生

ダレ･ダレ･ダレダ 1年生 ふゆめがっしょうだん ２年生

チムとゆうかんなせんちょうさん ２年生 フレーベル館の図鑑ナチュラ たべもの ３年生

チンパンジーとさかなどろぼう ２年生 フレデリック ２年生

てじなで だましっこ ２年生 へっこきあねさがよめにきて ３年生

テスの木 ２年生 ペンギンたんけんたい ２年生

てのひら かいじゅう ２年生 ぼく、だんごむし 1年生

てぶくろ 1年生 ぼくのかえりみち ３年生

天の火をぬすんだウサギ ３年生 干し柿 ３年生

どうぞのいす ２年生 ほしになった りゅうのきば ３年生

どうぶつえんの おいしゃさん ２年生 ほんとこうた・へんてこうた ３年生

どうぶつげんきにじゅういさん ２年生 本のれきし5000年 ３年生

としょかんライオン ３年生 ま まほうのコップ 1年生

ともだちや ３年生 みさき食堂へようこそ ３年生

とらとほしがき ２年生 みずいろのぞう ２年生

鳥の巣いろいろ ３年生 みどりいろのたね ２年生

どろんこハリー 1年生 みんなであそぼう　 ２年生

どんなかんじかなあ ３年生 みんなわくわく水族館　 ２年生

な 長ぐつをはいたねこ ３年生 昔の子どものくらし事典 ３年生

なぞなぞのすきな女の子 ２年生 むし歯のもんだい ３年生

なぞなぞのみせ 1年生 もぐらバス ２年生

なつのいちにち 1年生 もけら もけら 1年生

生麦生米生卵 ２年生 ものぐさ太郎 ２年生

日本のむかしばなし ３年生 ももたろう ２年生

ニューワイド学研の図鑑　鳥 ３年生 森のおくの小さな物語 ３年生

ねこのなまえ ３年生 や やまおやじ　 ３年生

ねむりの はなし ２年生 雄太昆虫記 ３年生

のぞく ２年生 ゆうひのしずく ２年生

は はがぬけたらどうするの？ ２年生 よわいかみ つよいかたち ３年生

はじめてのキャンプ ２年生 ら ラポラポラ ３年生

ばしん！ばん！どかん！ ２年生 ラン パン パン ２年生

はたらく くるま 1年生 わ わすれられない おくりもの ３年生

はたらく自動車ずかん 1年生 わたしと小鳥とすずと ３年生

鉢の木 ２年生 「和」の行事えほん 秋と冬の巻 ３年生

八郎 ２年生 「和」の行事えほん 春と夏の巻 ３年生

発見　栗林さんの虫めがね１ ３年生

花いっぱいに なぁれ 1年生

花さき山 ３年生

バナナ 1年生

はらぺこあおむし ２年生

はるがきた ２年生

はるにあえたよ ２年生

はるをさがしに ２年生

はれときどきぶた ３年生

ハンタイおばけ 1年生

半日村 ３年生

番ねずみのヤカちゃん ２年生

ひとあし ひとあし ２年生

ファーブル昆虫記の虫たち１ ３年生

ふき ３年生

ふたりは いっしょ ２年生

ふたりは いつも ２年生  

 


