
「彩の国わくわくこどもページ」で紹介した本 ２０２１.７.１現在　

　【対象：小学１・２年生】　　※おおよその目安です
書名 著者名 出版社 紹介年月

1 ああ、たいくつだ！ ピーター・スピアー　さく　松川真弓　やく 評論社 2011.03
2 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン　さく・え　せたていじ　やく 福音館書店 2010.11
3 あさがお 荒井真紀／文・絵 金の星社 2012.07
4 あしたのてんきははれ？くもり？あめ？　おてんきかんさつえほん 野坂勇作／さく 根本順吉／監修 福音館書店 2013.07
5 あそびうたするもの　このゆびとまれ 中脇初枝／編 ひろせべに／絵 福音館書店 2020.03
6 あたしって、しあわせ ローセ・ラーゲルクランツ／作　エヴァ・エリクソン／絵　菱木晃子／訳 岩波書店 2012.07
7 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル　作  松岡享子　訳  山脇百合子　画  福音館書店 2014.03
8 あのね、わたしのたからものはね ジャニス・メイ・ユードリイ 偕成社 2004.03
9 あひるの手紙 朽木祥　作 ささめやゆき　絵 佼成出版社 2014.11

10 あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック、レナード・ワイスガード 金の星社 2006.03
11 嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー／作 ニコラ・ベイリー／絵 おびかゆうこ／訳 徳間書店 2019.11
12 アレハンドロの大旅行 きたむらえり　さく・え 福音館書店 2015.11
13 アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト　ぶん アニタ・ローベル　え 評論社 2014.11
14 イースターのたまごの木 キャサリン・ミルハウス／作・絵 福本友美子／訳 徳間書店 2019.03
15 １はゴリラ　かずのほん アンソニー・ブラウン　作 さくまゆみこ　訳 岩波書店 2014.03
16 いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン／作　千葉茂樹 ／訳 ほるぷ出版 2020.11
17 イワシ　むれでいきるさかな 大片忠明／さく 福音館書店 2020.03
18 ウィリーのぼうけん マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 上篠由美子／やく 広野多珂子／え 福音館書店 2019.07
19 ウラパン・オコサ　かずあそび 谷川晃一　作 童心社 2013.11
20 ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ、アロワ・カリジェ 岩波書店 2004.11
21 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット　さく　ルース・クリスマン・ガネット　え 福音館書店 2015.11
22 王さまのアイスクリーム フランセス・ステリット／さく 光吉夏弥／やく 大日本図書 2013.07
23 おがわのおとをきいていました スズキコージ 学習研究社 2006.03
24 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ／さく･え　 まつおかきょうこ／やく　 福音館書店 2018.03
25 おしいれのぼうけん ふるたたるひさく 童心社 2008.11
26 おすしやさんにいらっしゃい！　生きものが食べものになるまで おかだだいすけ／文　遠藤宏／写真 岩崎書店 2021.02
27 おすのつぼにすんでいたおばあさん ルーマー・ゴッデン／文　中川千尋／訳・絵 徳間書店 2012.03
28 おとうふやさん 飯野まき　さく 福音館書店 2016.03
29 おとこの子とおもっていた犬　新装版 コーラ・アネット／・さく ウォルター・ロレイン／・え 光吉夏弥／やく 大日本図書 2017.07
30 おばあさんのひこうき 佐藤さとる作 小峰書店 2009.03
31 おまたせクッキー パット・ハッチンス 偕成社 2006.07
32 かえでがおか農場のいちねん アリス・プロベンセン／さく 　マーティン・プロベンセン／さく　きしだえりこ／やく ほるぷ出版 2012.03
33 カクレンボ・ジャクソン デイヴィッド・ルーカス 偕成社 2006.07
34 かさじぞう 瀬田貞二、赤羽末吉 福音館書店 2007.11
35 かぜはどこへいくの シャーロット・ゾロドウ／さく　ハワード・ノッツ／え　まつおかきょうこ／やく 偕成社 2013.03
36 かぞえうたのほん 岸田衿子／作 スズキコージ／え 福音館書店 2017.03
37 かぼちゃスープ ヘレン・クーパー アスラン書房 2002.11
38 がんばれ!!まけるな!!ナメクジくん 三輪一雄 偕成社 2005.11
39 木いちごの王さま サカリアス・トペリウス　原作　岸田衿子　文 集英社 2011.07
40 きえた犬のえ（ぼくはめいたんてい） マージョリー・Ｗ．シャーマット　ぶん マーク・シマント　え  光吉夏弥　やく 大日本図書 2014.07
41 きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ／さく　 松岡享子／やく 福音館書店 2017.11
42 きゅうきゅうばこ やまだまこと／ぶん　 やぎゅうげんいちろう／え 福音館書店 2017.11
43 キュッパのはくぶつかん オーシル・カンスタ・ヨンセン／さく　ひだにれいこ／やく 福音館書店 2013.03
44 教会ねずみとのんきなねこ グレアム・オークリー／作・絵 三原　泉／訳 徳間書店 2012.03
45 きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス 金の星社 2008.03
46 キリンさん まどみちお、南塚直子 小峰書店 2005.11
47 きれいずきのマグスおばさん イーディス・サッチャー・ハード／ぶん　クレメント・ハード／え　小宮由／やく 大日本図書 2020.11
48 木はいいなぁ ジャニス＝メイ＝ユードリイ　さく　マーク＝シーモント　え 偕成社 2015.07
49

くもとり山のイノシシびょういん　７つの
おはなし

かこさとし／文・絵　なかじまかめい／絵　 福音館書店 2021.01
50 くらやみの ゾウ 　―ペルシャのふるい詩から― ミナ・ジャバアービン／再話 ユージン・イェルチン／絵 山口文生／訳 評論社 2019.07
51 くらやみのなかのゆめ クリス・ハドフィールド／作 ザ・ファン・ブラザーズ／絵 さくまゆみこ／訳 小学館 2018.07
52 クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ　作　ドリス・バーン　絵 偕成社 2015.07
53 くるみのなかには たかおゆうこ／作 講談社 2018.11
54 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース　作　荒このみ　訳 福音館書店 2010.03
55 げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィック　さく 多賀京子　やく 大社玲子　え 福音館書店 2015.03
56 ゴインキョとチーズどろぼう エミリー・ロッダ　作 あすなろ書房 2010.07



57 皇帝にもらった花のたね デミ　作・絵 徳間書店 2009.07
58 ごきげんなすてご いとうひろし 徳間書店 2005.11
59 ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ／ぶん ロジャー・デュボアザン／え むらおかはなこ／やく 福音館書店 2016.11
60 こぎつねコンチ 中川李枝子／さく 山脇百合子／絵 のら書店 2018.07
61 ことばのこばこ 和田誠　さく・え 瑞雲舎 2008.07
62 ごはんのにおい 中川ひろたか／文　 岡本よしろう／絵 おむすび舎 2018.03
63 こぶたのピクルス 小風さち　文　夏目ちさ　絵 福音館書店 2015.07
64 こぶたのレーズン バーリント・アーグネシュ／さく　ブローディ・ベラ／え　うちかわかずみ／やく 偕成社 2012.11
65 コンテナくん たにがわなつき／作 福音館書店 2012.03
66 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー 岩波書店 2007.11
67 サンドイッチつくろう さとうわきこ　さく 福音館書店 2009.11
68 ジェインのもうふ アーサー・ミラー　作 アル・パーカー　絵 厨川圭子　訳 偕成社 2013.11
69 シェルパのポルパ　エベレストにのぼる　 石川直樹／文　梨木羊／絵 岩波書店 2021.03
70 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ 福音館書店 2003.07
71 しっぽ Ｃ．Ｗ．ニコル、杉野宣雄　 アートデイズ 2004.07
72 しぶがき　ほしがき　あまいかき 石田えりこ／さく・え 福音館書店 2020.07
73 じめんのうえとじめんのした アーマ・Ｅ．ウェバー 福音館書店 2007.07
74 しもばしら 野坂勇作／さく 福音館書店 2019.11
75 じゃんけんのすきな女の子 松岡享子／さく 大社玲子／え 学研教育出版 2013.07
76 しょうたとなっとう 星川ひろ子、星川治雄 ポプラ社 2004.03
77 ジョナスのかさ ジョシュ・クルート／文　アイリーン・ライアン・イーウェン／絵　千葉茂樹／訳 光村教育図書 2020.11
78 シロナガスクジラよりおおきいものっているの？ ロバート・Ｅ．ウェルズさく、せなあいこ訳 評論社 2009.03
79 すずめのくつした（新装版）　 ジョージ・セルデン　文　光吉郁子　訳 大日本図書 2011.11
80 ステラのえほんさがし リサ・キャンベル・エルンスト 童心社 2007.07
81 すみれとあり 矢間芳子　さく 森田竜義　監修 福音館書店 2014.03
82 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫　作 理論社 2009.11
83 そんなときなんていう？ セシル・ジョスリン／文  モーリス・センダック／絵 たにかわ　しゅんたろう／訳 岩波書店 2017.03
84 ターちゃんとルルちゃんのはなし たかどのほうこ アリス館 2007.03
85 たいようのおなら 灰谷健次郎 のら書房 2005.07
86 竹とぼくとおじいちゃん 星川ひろ子・星川治雄著 ポプラ社 2009.03
87 たなばた 君島久子 福音館書店 2002.07
88 たびにでたファルガさん チトラ・サウンダー／文 カニカ・ナイル／絵 光村教育図書 2016.11
89 たべられるしょくぶつ 森谷憲／ぶん 寺島龍一／え 福音館書店 2016.07
90 たんぽぽ 平山和子 福音館書店 2008.03
91 ちいさなちいさな　めにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス　文 エミリー・サットン　絵 越智典子　訳 ゴブリン書房 2015.03
92 チックタックじかんってなあに？ ベス・ユーマン・グレイグ　さく ハーベイ・ワイス　え もりひさし　やく 偕成社 2014.07
93 ちのはなし 堀内誠一　作 福音館書店 2009.07
94 チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー 童心社 2004.11
95 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 福音館書店 2002.07
96 チャーリー、ただいま家出中 ヒラリー・マッカイ　作 富永星　訳 田中六大　絵 徳間書店 2014.07
97 チャールズのおはなし ルース・エインズワース／さく　上條由美子／やく　菊池恭子／え 福音館書店 2012.11
98 月　人　石 乾千恵、谷川俊太郎、川島敏生 福音館書店 2005.03
99 手おけのふくろう ひらののぶあき／文 あべ弘士／絵 福音館書店 2018.03

100 どうぶつえんガイド あべ弘士　作・絵 福音館書店 2011.11
101 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ　作 あべきみこ　訳 こぐま社 2015.03
102 となりのせきのますだくん 武田美穂 ポプラ社 2006.11
103 トマトのひみつ 山口進　文・写真 福音館書店 2010.07
104 どろんこのおともだち バーバラ・マクリントック　作 福本友美子　訳 ほるぷ出版 2011.11
105 どんぐりかいぎ こうやすすむ、片山健 福音館書店 2005.11
106 トンネルをほる ライアン・アン・ハンター／文　エドワード・ミラー／絵　青山　南／訳 ほるぷ出版 2012.11
107 なきたろう 松野正子／作・文 赤羽末吉／絵 復刊ドットコム 2018.11
108 なぞなぞのすきな女の子 松岡享子作、大社玲子絵 学習研究社 2008.11
109 夏がきた 羽尻利門／作 あすなろ書房 2018.07
110 なつのゆきだるま Ｇ．ジオン、Ｇ．ジオン 岩波書店 2004.03
111 ７日だけのローリー 片山健　［著］ 学習研究社 2008.07
112 にげろ！にげろ？　インドのむかしばなし ジャン・ソーンヒル再話・絵 光村教育図書 2008.11
113 二ひきのこぐま イーラ　作　松岡享子　訳 こぐま社 2015.11
114 にわとり城 松野正子／作　 大社玲子／絵 こぐま社 2017.11
115 庭をつくろう！ ゲルダ・ミューラー／作 ふしみみさを／訳　 あすなろ書房 2016.07



116 人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル・ボンド／文　エミリー・サットン／絵　早川敦子／訳 徳間書店 2020.11
117 ねこの商売 林原玉枝／文 二俣英五郎／絵 福音館書店 2019.07
118 ねずみのオスカーとはるのおくりもの リリアン・ホーバン／作　みはらいずみ／訳 のら書店 2013.03
119 根っこのこどもたち目をさます ジビレ・フォン・オルファース　え　ヘレン・ディーン・フィッシュ　ぶん 童話館出版 2016.03
120 のらねこソクラテス 山口タオ　さく 岩崎書店 2009.07
121 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ うつみまお／やく 評論社 2017.07
122 はじめてのキャンプ 林明子　さく・え 福音館書店 2010.07
123 はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン／さく マーガレット・ブロイ・グレアム／え　森　比左志／訳 ペンギン社 2012.07
124 八方にらみねこ 武田英子、清水耕蔵 講談社 2003.07
125 はやくちことばのさんぽみち 平田昌広／文　広野多珂子／絵 アリス館 2021.03
126 はりねずみともぐらのふうせんりょこう　アリソン・アトリーのおはなし集 アリソン・アトリー／作　上條由美子／訳　東郷なりさ／絵 福音館書店 2021.03
127 はるにれ 姉崎一馬／写真 福音館書店 2016.11
128 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー、大社玲子 福音館書店 2004.07
129 ハンヒの市場めぐり カン・ジョンヒ／作 おおたけきよみ／訳 光村教育図書 2013.07
130 ピーナッツなんきんまめらっかせい こうやすすむ　文 福音館書店 2011.07
131 １つぶのおこめ デミ　作　さくまゆみこ　訳 光村教育図書 2010.03
132 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ、林明子　 童心社 2005.03
133 ふうたのゆきまつり あまんきみこ　作　山中冬児　絵 あかね書房 2010.11
134 プーのはちみつとり A．A．ミルン／文 E．H．シェパード／絵  石井　桃子／訳 岩波書店 2017.03
135 ふくろのなかにはなにがある？ ポール・ガルドン　再話・絵 ほるぷ出版 2009.11
136 ふたごのカウボーイ フローレンス・スロボドキン／文 ルイス・スロボドキン／絵 小宮由／訳 瑞雲舎 2019.03
137 ふたごのでんしゃ 渡辺茂男　作 堀内誠一　絵 あかね書房 2014.11
138 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 文化出版局 2006.03
139 ふゆめがっしょうだん 富成忠夫 福音館書店 2002.11
140 ふらいぱんじいさん 神沢利子 あかね書房 2003.11
141 文房具のやすみじかん 土橋正／文 小池壮太／絵 福音館書店 2017.07
142 へなちょこ くすのきしげのり　作 ふるしょうようこ　絵 学研 2014.03
143 ぼく、だんごむし 徳田 之久／ ぶん たかはし きよし／え 福音館書店 2019.03
144 ぼくのうちはゲル バーサンスレン・ボロルマー 石風社 2006.11
145 ぼくのかえりみち ひがしちから　作 ＢＬ出版 2009.07
146 ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン、アナ・フアン ＢＬ出版 2007.11
147 ぼくのぱんわたしのぱん 神沢利子、林明子 福音館書店 2007.03
148 ポリーとはらぺこオオカミ  キャサリン・ストー 岩波書店 2002.11
149 マグナス・マクシマス、なんでもはかります キャスリーン T.ペリー　文　S.D.シンドラー　絵　福本友美子　訳　 光村教育図書 2010.11
150 まちのコウモリ 中川雄三 ポプラ社 2007.11
151 まめ 平山和子　さく 福音館書店 2015.03
152 まめつぶこぞう　パトゥフェ 宇野和美／文 ささめやゆき／絵 BL出版 2019.11
153 みしのたくかにと 松岡享子　作 こぐま社 2011.07
154 みどりいろのたね たかどのほうこ 福音館書店 2003.03
155 みんなのかお 佐藤彰 福音館書店 2003.07
156 ももいろのきりん 中川李枝子　さく 福音館書店 2008.07
157 森からのてがみ Ｎ．スラトコフ　文　松谷さやか　訳 福音館書店 2016.03
158 もりのえほん 安野光雅　作 福音館書店 2011.03
159 もりのたいしょうははりねずみ モーラ・フェレンツ　作　レイク・カーロイ　絵　内川かずみ　訳 偕成社 2011.11
160 もりのへなそうる わたなべしげお／さく やまわきゆりこ／え 福音館書店 2018.11
161 やぶかのはなし 栗原毅、長新太 福音館書店 2006.07
162 やまねこのこんにちは はせがわさとみ／作 あかね書房 2020.03
163 ゆきのうえゆきのした ケイト・メスナー　文 クリストファー・サイラス・ニール　絵 福音館書店 2014.11
164 よもぎだんご さとうわきこ 福音館書店 2004.03
165 夜のあいだに テリー・ファン＆エリック・ファン／作　原田勝／訳 ゴブリン書房 2020.07
166 よるのねこ ダーロフ・イプカー　文と絵 大日本図書 2009.11
167 ライフタイム　いきものたちの一生と数字 ローラ・Ｍ．シェーファー　ぶん　クリストファー・サイラス・ニール　え ポプラ社 2015.11
168 リボンのかたちのふゆのせいざオリオン 八板康麿／写真と文　杉浦範茂／絵と構成 福音館書店 2012.11
169 ルイージといじわるなへいたいさん ルイス・スロボドキン　作・絵　こみやゆう　訳 徳間書店 2016.03
170 ろくべえまってろよ 灰谷健次郎、長新太 文研出版 2006.11
171 ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ／さく　せたていじ／やく 評論社 2012.07
172 わたし 谷川俊太郎、長新太 福音館書店 2004.11
173 わたしたちのトビアス セシリア・スベドベリ 偕成社 2003.03
174 わたしのおかあさんは世界一びじん Ｂ・ライアー／さく Ｒ・ガネット／え 光吉郁子／やく 大日本図書 2016.07



175 わたしのすてきなたびする目 ジェニー・スー・コステキ＝ショー　さく 美馬しょうこ　やく 不二門　尚　監修 偕成社 2013.11
176 わにのはいた マーガリット・ドリアン　ぶんとえ 大日本図書 2015.07
177 ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー 大日本図書 2005.07
178 われから 青木優和 ／文　畑中富美子 ／絵 仮説社 2020.07


