
№ 月 書　　名 作　　者 出　版　社

1 6月 おしゃべりメニュー・だれがいちばん？ きた　あいり ひさかたチャイルド

2 6月 うそだぁ！ サト　シン 文渓堂

3 6月 リッキのたんじょうび ヒド・ファン・ヘネヒテン フレーベル館

4 6月 赤ずきん グリムの昔話

5 6月 ぜったいたべないからね ローレン・チャイルド フレーベル館

6 6月 ふくろうかあさん 詩

7 6月 ぶたのたね 佐々木 マキ 絵本館

8 6月 さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄 福音館

9 6月 おうさまでかけましょう 寺村 輝夫 フレーベル館

10 6月 おこだでませんように くすのき しげのり 小学館

11 6月 はっぱきらきら 多田 多恵子 福音館書店

12 6月 あめのちゆうやけせんたくかあちゃん さとう わきこ 福音館書店

13 6月 赤ずきん グリムの昔話 東京子ども図書館

14 6月 おまんじゅうのすきなとのさま 日下部 由美子 童心社

15 6月 アベコベさん フランセスカ・サイモン 文化出版社

16 6月 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

17 6月 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

18 6月 しょうじき50円ぶん くすのき しげのり 廣済堂あかつき

19 6月 むしたちのうんどうかい とくだ ゆきひさ こどものひろば

20 6月 くまとりすのおやつ きしだ えりこ 福音館書店

21 6月 給食番長 よしなが こうたく 長崎出版

22 6月 小さなたまねぎさん せな　けいこ 金の星社

23 6月 ぞうくんのあめふりさんぽ なかの ひろたか こどものとも

24 6月 わたしのワンピース にしまき かやこ こぐま社

25 ７月 こぞうのヤンティ 片平 直樹 ひかりのくに

26 ７月 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ 福音館書店

27 ７月 あお Ｄｏｇ Ｂｌｕｅ ポリー・ダンバー フレーベル館

28 7月 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた ひさかたチャイルド

29 7月 かえってきたへんしんトンネル あきやま ただし 金の星社

本よみ隊　朝の読み聞かせ　本リスト
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30 7月 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社

31 7月 がいこつさん 五味 太郎 文化出版社

32 7月 赤ずきん グリムの昔話 東京子ども図書館

33 7月 なにをたべてきたの？ 岸田 衿子 佼成出版社

34 7月 だめだめママだめ 天野 慶・はまの ゆか ぽるぷ出版

35 7月 赤ずきん グリムの昔話 東京子ども図書館

36 9月 うさぎのパンやさんのいちにち 加古 里子 ベネッセ

37 9月 ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎 文研出版

38 9月 しんせつなともだち 方　軼羣（ふぁん いーちゅん） 福音館書店

39 9月 いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト 文渓堂

40 9月 しょうじき５０えんぶん くすのき しげのり 廣済堂

41 9月 おおきなきがほしい さとう さとる 偕成社

42 9月 パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社

43 9月 もうぬげない ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

44 9月 しゅくだい 宋正 美子／いもとようこ 岩崎書店

45 9月 ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇

46 9月 はじめてのおつかい 筒井 頼子 福音館書店

47 9月 おなかのこびと よしむら あきこ 教育画劇

48 9月
よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおは
なし

おいかわ けんじ 岩崎書店

49 9月 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか ぶんけい

50 10月 かにむかし 木下 順二

51 10月 まよなかのたんじょうかい 西本 鶏介 すずき出版

52 10月 あかにんじゃ 穂村 弘 岩崎書店

53 10月 よい子への道 おかべ りか 福音館書店

54 10月 しゅくだい 宋正 美子 岩崎書店

55 10月 かにむかし 木下 順二 岩崎書店

56 10月 おねしょのかみさま 長谷川 義史 学研教育出版

57 10月 しんかんくんのパンやさん のぶみ あかね書房

58 10月 ちょっとだけ 瀧村 有子 こどものとも絵本

59 10月 ３びきのくま トルストイ 福音館書店

60 10月 さるかに合戦のお話

61 10月 まほうのかがみ ささき まり ユニチャーム



62 10月 ルドルフといっぱいアッテナ 斉藤 洋 講談社

63 10月 十二支のはじまり やまち かずひろ 小学館

64 11月 じゅげむ 川端 誠 クレヨンハウス

65 11月 １00円たんけん 中川 ひろたか くもん出版

66 11月 おたすけやたこおばさん 高林 麻里 偕成社

67 11月 ねこのピート だいすきなしろいくつ エリック・リトウィン ひさかたチャイルド

68 11月 やきいもするぞ おくはら ゆめ ゴブリン書房

69 11月 ベニーいえでする バルブロ・リンドグレン 徳間書店

70 11月 スースーとネルネル 荒井 良二 偕成社

71 11月 ふまんがあります ヨシタケ シンスケ ＰＨＰ研究所

72 11月 つきよのキャベツくん 長 新太 文研出版

73 11月 へいわってすてきだね 安里 有生・長谷川 義史 ブロンズ新社

74 11月 ひつじかいとうさぎ
ラトビア民話、うちだ りさこ再
話

福音館書店

75 11月 ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ ぽるぷ出版

76 11月 くろくんとなぞのおばけ なかや みわ 童心社

77 11月 ちびうさがっこうへ ハリー・ホース 光村教育図書

78 11月 Caillou: what's that funny noise? Thor Bishopric Todd Swift Chouette

79 12月 わがままくまさん ねじめ しょういち そうえん社

80 12月 たのしいイソップ「しろいからす」 土地 ちづ子 童心社

81 12月 リッキのクリスマス ヒド・ファン・ヘネヒテン フレーベル館

82 12月 あのねサンタの国ではね 嘉納 純子／黒井 健絵 偕成社

83 12月 ゆめのゆき エリック・カール 偕成社

84 12月 サンタさんがやってきた デビット・ペルハム 大日本絵画

85 12月 フラニーとメアリー しあわせのスープ あいはら ひろゆき 講談社

86 12月 おだんごぱん ロシア民話、せた ていじ 福音館書店

87 12月 ひこざさんとまほうのじゃがいも 木村 晃彦 福音館書店

88 12月 クリスマスのまえのばん Clememt C.Moore COURAGE BOOKS

89 12月 ぐりとぐらのおきゃくさま
なかがわりえこ・やまわきゆ
りこ

こどものとも

90 12月 ちょっとだけ 瀧村 有子 福音館

91 12月 どうぶつの赤ちゃんライオン ますい みつこ ポプラ社

92 12月 教室はまちがうところだ 蒔田 晋治 子どもの未来社

93 12月 Dear  Stanta Rod Campbell MACMILLAN



94 1月 くれよんさんのけんか 八木田 宜子 童心社

95 1月 ふまんがあります ヨシタケ シンスケ ＰＨＰ研究所

96 1月 かげええほん こんどう りょうへい 福音館書店

97 1月 ゆきのひのアイスクリーム 片山 令子 福音館書店

98 1月 そらいろのたね
なかがわりえこ・おおむらゆり
こ

福音館書店

99 1月 ぐりとぐらのおおそうじ
なかがわりえこ・やまわきゆ
りこ

福音館書店

100 1月 ぼくとママのたからもの 斉藤 栄美 金の星社

101 1月 ジャイアント・ジャム・サンド ジョン・ヴァーノン・ロード アリス館

102 1月 ベーコンわすれちゃだめよ！ パット・ハッチンス 偕成社

103 1月 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤 ノリコ 白泉社

104 1月 世界のどうわ「あおいとり」 メーテルリンク ナツメ社

105 2月 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ シンスケ ＰＨＰ研究所

106 2月 ええことするのはええもんや！ くすのき しげのり えほんの杜

107 2月 マダム・ミャーゴのひみつのいえ 青山 邦彦 フレーベル館

№ 月 書　　名 作　　者 出　版　社

1 ６月 中をそうぞうしてみよ 佐藤雅彦・ユーフラテス 福音館書店

2 ６月 でんせつのきょだいあんまんをはこべ サトシン 講談社

3 ６月 やさしいおともだち（紙芝居） 武田 雪夫 童心社

4 ６月 おうさまになったネズミ 風木 一人 ＰＨＰ研究所

5 ６月 おねしょのかみさま 長谷川 義史 学研教育出版

6 ６月 ３びきのかわいいオオカミ ユージーン・ビアトリス 冨山房

7 ６月 もしもせかいがたべものでできていたら カール・ワーナー フレーベル館

8 ６月 だいじなだいじな… 清水 のりえ チャイルド本社

9 ６月 おじさんのかさ 佐野 洋子 講談社

10 ６月 きらきらもりでまってるよ 矢部 美智代 フレーベル館

11 ６月 「話のびっくり箱」より とりのみじいさん 横笛 太郎 学研

12 ６月 王さまの耳はろばの耳 大石 真 学研

13 ６月 とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール 偕成社

14 ６月 ぴっけやまのおならくらべ かさい まり チャイルド本社

15 ６月 バイバイむしバイキン ドクター・レイコ
アノニマ・スタジオ ＫＴＣ
中央出版
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16 ６月 ゆっくりがいっぱい！ エリック・カール 偕成社

17 ６月 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店

18 ７月 めっきらもっきらどおんどおん 長谷川 摂子 福音館書店

19 ７月 ビルのふうせんりょこう ライナー・チムニク アリス館

20 ７月 ともだちや 内田 麟太郎 偕成社

21 ７月 にんじゃにんじゅうろう 舟崎 克彦 学研

22 ７月 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店

23 ７月 まほうつかいのトビィ カズノ・コハラ 光村教育図書

24 ７月 落語絵本 まんじゅうこわい 川端　誠 クレヨンハウス

25 ９月 三枚のおふだ

26 ９月 このあとどうしちゃおう ヨシタケ・シンスケ ブロンズ新社

27 ９月 もうぬげない ヨシタケ・シンスケ ブロンズ新社

28 ９月 ゴムあたまポンたろう 長 新太 童心社

29 ９月 もったいないばあさんのてんごくとじごくのはなし 真珠 まりこ 講談社

30 ９月 カッパもやっぱりキュウリでしょ？ シゲタ サヤカ 講談社

31 ９月 星つかいのステラ ゲイル・ラドリー ぽるぷ出版

32 ９月 三枚のお札 日本の昔話 東京子ども図書館

33 ９月 ねぇ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム 評論社

34 ９月
せかいのくにのおはなし～イギリス・人の名前の
ついた食べ物

学研

35 ９月 このあとどうしちゃおう ヨシタケ・シンスケ ブロンズ新社

36 ９月 シートンどうぶつ記はたおりすのぼうけん シートン チャイルド本社

37 ９月 三枚のお札 日本の昔話 東京子ども図書館

38 １０月 くいしんぼうのあおむしくん 槇 ひろし 福音館書店

39 １０月 まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ 福音館書店

40 １０月 まじょのくに 油野 誠一 福音館書店

41 １０月 しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん 高野 文子 福音館書店

42 １０月
ぶたのぶたじろうさんは、こわいみちにまよいこ
みました。

内田 麟太郎 クレヨンハウス

43 １０月 はしれ！カボチャ エバ・メフト 小学館

44 １０月 勇気 バーナード・ウェーバー Ｕ・ＬＥＡＧ

45 １０月 プータンいまなんじ？ わだ よしおみ ＪＵＲＡ出版局

46 １０月 オレ・ダレ 越野 民雄 講談社

47 １０月 にじになったきつね（紙芝居） 川田 百合子 童心社



48 １０月 にゃーご 宮西 達也 すずき出版

49 １０月 ねこのピートだいすきなしろいくつ エリック・リトウィン ひさかたチャイルド

50 １０月 まよなかのたんじょうかい 西本 鶏介 すずき出版

51 １０月 いしのスープ トニー・ロス ㈱アルク

52 １１月 どろぼうがっこう かこ さとし 偕成社

53 １１月 どんぐりやまのれすとらん きたさこ りこ・ママ （オリジナル）

54 １１月 クッキー アーノルド・ローベル 文化出版

55 １１月 おおきなりんご 陽野 みちこ すずき出版

56 １１月 とんでもない 鈴木 のりたけ アリス館

57 １１月 パパのはなしじゃねむれない 武谷 千保美 ＰＨＰ研究所

58 １１月 わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー ぽるぷ出版

59 １１月 リボンのかたちのふゆのせいざオリオン 八坂 康麿 福音館書店

60 １１月 ぎゅうぎゅうかぞく ねじめ 正一 すずき出版

61 １１月
おおきなクマさんとちいさなヤマネくん ふゆじたく
のおみせ

ふくざわ ゆみこ 福音館書店

62 １２月 ちゅうごくの十二支のものがたり
甲骨文字：おうよう かりょう　お
話：せき とみこ

ＪＵＬＡ出版局

63 １２月 いいからいいから 長谷川 義史 絵本館

64 １２月 かずあそび　ウラパン・オコサ 谷川 晃一 童心社

65 １２月 ひみつのカレーライス 井上 荒野 アリス館

66 １２月 しわうま ねじめ 正一 こどもの国

67 １２月 たくさんのたくさんのたくさんのひつじ のはな はるか ひさかたチャイルド

68 １２月 まどから☆おくりもの 五味 太郎 偕成社

69 １２月
タベールだんしゃくおすしがたべたーい！の
まき

さかもと いくこ チャイルド本社

70 １２月 ホットケーキ ノルウェーの昔話 東京子ども図書館

71 １２月 いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローべル 冨山房

72 １２月 パンダ銭湯 tupera tupera 絵本館

73 １２月 おみくじ きた あいり ＢＬ出版

74 １２月 サンタクロースってほんとにいるの？ てるおか いつ子 かがくのとも傑作集

75 １２月 あのね、サンタの国ではね… 松本 智年・一色 恭子 偕成社

76 １月 ふたりはきょうも アーノルド・ローベル 文化出版社

77 １月 すっぽんぽんのすけ もとした　いづみ すずき出版

78 １月 しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー セーラー出版

79 １月 にじいろのさかなとおおくじら マーカス・フィスター 講談社



80 １月 おはなみ くすのき しげのり あかね書房

81 １月 ふくろのなかにはなにがある？ ポール・ガルトン ぽるぷ出版

82 １月 ねこってこんなふう？ ブレンダン・ウエンツェル 講談社

83 １月 はっきよい畑場所 かがくい ひろし 講談社

84 １月 はなをほじほじいいきもち ダニエラ・クロート・フリッシュ 偕成社

85 １月 ねぇ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム 評論社

86 １月 ねこってこんなふう？ ブレンダン・ウエンツェル 講談社

87 １月 はっきよい畑場所 かがくい ひろし 講談社

88 １月 はなをほじほじいいきもち ダニエラ・クロート・フリッシュ 偕成社

89 １月 ねぇ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム 評論社

90 ２月 さよならママがおばけになっちゃった！ のぶみ 講談社

91 ２月 万次郎さんとおにぎり 本田 いづみ 福音館書店

92 ２月 うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト 偕成社

93 ２月 チックタック 千葉 省三 フロネーシス桜陰社

94 ２月 にんきもののひけつ 森 絵都 童心社

95 ２月 ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ 福音館書店

96 ２月 おもいのたけ きむら ゆういち えほんの杜

97 ２月 しあわせの石のスープ ジョン・Ｊ・ミュース フレーベル館

98 ２月 いわしくん 菅原 たくや 文化出版局

99 ２月 やきざかなののろい 塚本 やすし ポプラ社

100 ３月 ユとムとヒ 斎藤 隆介 岩崎書店

101 ３月 月曜日は何たべる エリック・カール 偕成社

102 ３月
ほしじいたけほしばあたけ じめじめ谷でききいっ
ぱつ

石川 基子 講談社

103 ３月 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西 達也 すずき出版

104 ３月 なつみはなんにでもなれる ヨシタケ・シンスケ ＰＨＰ研究所

105 ３月 おしくら・まんじゅう かがくい ひろし ブロンズ新社

106 ３月
ほしじいたけほしばあたけじめじめ谷でききいっ
ぱつ

石川 基子 講談社

№ 月 書　　名 作　　者 出　版　社

1 ６月 あめふり さとう わきこ 福音館書店

2 ６月 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店
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3 ６月 とんでもない 鈴木 のりたけ アリス館

4 ６月 うりこひめとあまのじゃく（紙芝居） 童心社

5 ６月 セロひきのゴーシュ（紙芝居） 宮沢 賢治 童心社

6 ６月 おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップスオーカソン あすなろ書房

7 ６月 おばけをてんぷらにしてたべた兄弟 松岡 励子
ＮＨＫサービスセン
ター

8 ６月 たなばたものがたり 北田 伸 童心社

9 ６月 おしゃべりメニュー・だれがいちばん？ きた あいり ひさかたチャイルド

10 ６月 うそだぁ！ サトシン 文渓堂

11 ６月 うみキリン あきやま ただし 金の星社

12 ６月 ぐりとぐら なかがわ りえこ こどものとも

13 ６月 ぱんつくったよ 平田 昌広 国土社

14 ６月 ちいさなくも エリック・カール 偕成社

15 ６月 うまれてきてくれてありがとう にしもと　よう 童心社

16 ６月 としょかんねずみ３ ダニエル・カーク 瑞雲社

17 ６月 歯医者のチュー先生 ウイリアム・スタイグ 評論社

18 ６月 スースーとネルネル 荒井 良二 偕成社

19 ６月 世界は気になることばかり 五味 太郎 偕成社

20 ６月 ふたりのサンドウィッチ ラーニア・アル・アブドッラー ＴＯブックス

21 ７月 くまのこうちょうせんせい こんの ひとみ 金の星社

22 ７月 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋 富士夫 徳間書店

23 ７月 かげええほん こんどう りょうへい 福音館書店

24 ７月 ゾウの森とポテトチップス 横塚 眞巳人 そうえん社

25 ７月 ぴこたんのなぞなぞレストラン（紙芝居） 教育画劇

26 ７月 チロリ 大木 トオル トゥーヴァージンズ

27 ７月 あまのじゃくとうりこひめ 童心社

28 ９月 かちかちやま 山下 明生 あかね書房

29 ９月 ありがとさん こんの ひとみ 金の星社

30 ９月 まっくろネリノ ヘルガ＝ガルラー 偕成社

31 ９月 ちょっとだけ 瀧村 有子 福音館書店

32 ９月 まちにはいろんなかおがいて 佐々木 マキ 福音館書店

33 ９月 しあわせなハンス バーナデット・ワッツ ＢＬ出版

34 ９月 モチモチの木 斎藤 隆介 岩崎書店



35 ９月 おばけのケーキ屋さん ＳＡＫＡＥ マイクロマガジン社

36 ９月
おはなし３０ ねえ、よんで！おしゃべりさん（から
５つ）

さいとう しのぶ リーブス

37 ９月 たべられたやまんば 松谷 みよこ 童心社

38 ９月 ふまんがあります ヨシタケ シンスケ ＰＨＰ研究所

39 １０月 ねずみくんのきもち なかえ よしを ポプラ社

40 １０月 ねずみくんのたんじょうび なかえ よしを ポプラ社

41 １０月 おおきなねことちいさなねこ 石黒 亜矢子 好学社

42 １０月 おもいのたけ きむら ゆういち えほんの杜

43 １０月 どうながのプレッツェル マーグレット・レイ 福音館書店

44 １０月 わにさんどきっはいしゃさんどきっ 五味 太郎 偕成社

45 １０月 わたしはあかねこ サトシン 文渓堂

46 １０月 だるまのしゅぎょう ませぎ りえこ 偕成社

47 １０月 おしりたんてい トロル ポプラ社

48 １０月 うさぎなぜなぜ耳ながい 仲倉 眉子 教育画劇

49 １０月 くじらなぜなぜしおをふく 山本 省三 教育画劇

50 １０月 とんでもない 鈴木 のりたけ アリス館

51 １０月 シニガミさん 宮西 達也 えほんの杜

52 １０月 じつはよるのほんだなは 澤野 秋文 講談社

53 １１月 綱渡りの男 モーディ・カイ・ガースティン 小峰書店

54 １１月 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社

55 １１月 しおふきうす 長谷川 摂子 岩波書店

56 １１月 長ぐつをはいたねこ ペローの昔話 東京子ども図書館

57 １１月 こんなこえがきこえてきました 佐藤雅彦・ユーフラテス 福音館書店

58 １１月 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン あすなろ書房

59 １１月 エゾオオカミ物語 あべ 弘士 講談社

60 １１月 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店

61 １２月 ブナの森は生きている 甲斐 信枝 福音館書店

62 １２月 サンタさんありがとう 長尾 玲子 福音館書店

63 １２月 サンタクロースと小人たち マウリ＝クンナス 偕成社

64 １２月 クリスマスにはやっぱりサンタ ビル・ピート ぽるぷ出版

65 １２月 はろペンピエトリン イタリアの昔話 こぐま社

66 １２月 ハモのクリスマス たかお ゆうこ 福音館書店



67 １２月
おはなし３０ ねえ、よんで！おしゃべりさん（から
５つ）

さいとう しのぶ リーブル

68 １２月 ふゆじたくのおみせ ふくざわ ゆみこ 福音館書店

69 １２月 クリスマスのちいさな木 クリス・ラシュカ 光村教育図書

70 １月 長靴をはいた猫 ペローの昔話 東京子ども図書館

71 １月 ぼくはうちゅうじん 中川 ひろたか アリス館

72 １月 十二支のはじまり いもと ようこ 金の星社

73 １月 こうちゃんの氷川丸

74 1月 あらしのよるに

75 ２月 あらしのよるに きむら ゆういち 講談社

76 ２月 じゅげむ 川端 誠 クレヨンハウス

77 ２月 あるはれたひに きむら ゆういち 講談社

78 ２月 いのちをいただく 内田 美智子 西日本新聞社

79 ２月 こうちゃんの氷川丸 田村 朗 かまくら春秋社

80 ２月 長ぐつをはいた猫 ペローの昔話 東京子ども図書館

81 ２月 きょうはなんのひ？ 瀬田 貞二 福音館書店

82 ２月 雪わたり（紙芝居） 宮沢 賢治 童心社

83 ３月 ちいさなちいさな ニコラ・デイビス ゴブリン書房

84 ３月 さびしがりやのクニット トーベ＝ヤンソン 講談社

№ 月 書　　名 作　　者 出　版　社

1 6月 落語絵本　ばけものつかい 川端　誠 クレヨンハウス

2 6月 いーとんの大冒険 なばた　としたか 長崎出版

3 6月 もう　ぬげない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

4 6月 カッパもやっぱりキュウリでしょ？ シゲタ　サヤカ 講談社

5 6月 だいじょうぶ　だいじょうぶ いとう　ひろし　作・絵 講談社

6 6月
いのちをいただく みーちゃんがお肉になる
日

原案：坂本義喜
作：内田美智子

講談社

7 6月 ぼくはうちゅうじん
中川　ひろたか　文
はた　こうしろう　絵

アリス館

8 6月 だいじょうぶ　だいじょうぶ いとう　ひろし　作・絵 講談社

9 6月 あおいカエル
え・長田真作
ぶん・石井裕也

リトルモア

10 6月 おじいちゃんがおばけになったわけ
文：キム・フォップス・オーカソン
絵：エヴァ・エリクソン訳：菱木晃子 講談社

11 6月 うどん対ラーメン 田中　六大 講談社

平成２８年度　４年生



12 6月 へいわってすてきだね
詩：安里　有生
画：長谷川　義史

ブロンズ新社

13 6月 ぼくはうちゅうじん
中川ひろたか　文
はた　こうしろう　絵

アリス館

14 6月 このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

15 6月 ちいさなつきがらす
作　マーカス　フィスター
訳　谷川　俊太郎

講談社

16 6月 ネコヅメのよる 町田　尚子 WAVE出版

17 7月 うえきばちです 川端　誠 BL出版

18 7月 にっぽんちず絵本 とだ　こうしろう 戸田デザイン研究室

19 7月 あたまのなか 高橋　悠治 福音館書店

20 7月 ないた 中川　ひろたか 金の星社

21 7月 ひ・み・つ たばた　せいいち 童心社

22 7月 ありがとう、フォルカーせんせい
パトリシア・ポラッコ作・絵
香咲弥須子　訳

岩崎書店

23 7月 うしかいとおりひめ 中国民話　君島　久子訳 偕成社

24 7月 まほうの夏 はた　こうたろう 岩崎書店

25 7月 みょうがやど 川端　誠 クレヨンハウス

26 7月 つくもがみ
京極夏彦 作　東雅夫 編
城芽ハヤト絵

岩崎書店

27 9月 Pooh's Halloween　Pumpkin Isabel　Gaiher Ran dom　House

28 9月 七どぎつね 桂　大我 童心社

29 9月 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

30 9月 また　ぶたのたね 佐々木マキ 絵本館

31 9月 ともだち
谷川俊太郎・文
和田　誠　・絵

玉川大学出版部

32 9月 見えなくてもだいじょうぶ？
フランツ・ヨーゼフ・ファイニク
作

あかね書房

33 9月 ほんとうのことをいってもいいの？
パトリシア・C・マキサック文
ジゼルポター絵ふくもとゆきこ訳

BL出版

34 9月 見えなくてもだいじょうぶ？
フランツ・ヨーゼフ・ファイニク
作

あかね書房

35 9月 かきやまぶし
内田　麟太郎　文
大島　妙子　絵

ポプラ社

36 9月 ねずみくんのチョッキ
なかえ　よしを　作
上野　紀子　絵

ポプラ社

37 9月 トラのじゅうたんになりたかったトラ
ジェラルド・ローズ　文絵
ふしみ　みさを　訳

岩波書店

38 9月 もう　ぬげない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

39 10月 みみかきめいじん かがくい　ひろし 講談社

40 10月 いのちのおはなし
文　日野原重明
絵　村上　康成

講談社

41 10月 ツガルさん ゆみちゃん 神奈川新聞社

42 10月 ねびえ 毛利　子来 福音館書店

43 10月 吾輩は猫である
夏目漱石・文　武田美穂・絵
斎藤　孝・編

ほるぷ出版



44 10月
いつもちこくのおとこのこ
-ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー

ジョン・バーニンガム　作
たにかわしゅんたろう訳

あかね書房

45 10月 あめふりうります
平田　昌弘　文
野村たかあき絵・原案

講談社

46 10月
王さまライオンのケーキ
はんぶんのはんぶん　ばいのばいのおはな

マシュー・マケリゴット　作・絵
野口　絵美　訳

徳間書店

47 10月 ふしぎなやどや はせがわ　せつこ 福音館書店

48 10月 よかったなあ、かあちゃん
西本　鶏介　ぶん
伊藤　秀男　え

講談社の創作絵本

49 10月 うえにはなあに　したにはなあに
ローラ M シェファー　作
ハーバラ・ハッシュ　え

福音館書店

50 10月 あめふりうります
平田　昌広　文
野村　たかあき　絵

講談社

51 10月
いつもちこくのおとこのこ
-ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー

ジョン・バーニンガム　作
たにかわしゅんたろう訳

あかね書房

52 11月 目黒のさんま（じゅげむ/目黒のさんまより）
桂　小南　文
ひこねのりお　絵

金の星社

53 11月 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　文
クリストファー・サイラス・ニー

ポプラ社

54 11月 とんでもない 鈴木のりたけ アリス館

55 11月 まちにはいろんなかおがいて 佐々木マキ 福音館書店

56 11月 1つぶのおこめ デミ 光村教育図書

57 11月 まじめなフレッドおじさん
作　ティム・イーガン
訳　もき　かずこ

にいるぶっくす

58 11月 絵くん と ことばくん
文　天野　祐吉
絵　大槻あかね

福音館書店

59 11月 ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ　写真・文 ポプラ社

60 11月 あかいぼうしのゆうびんやさん
ルース・エインズワークさく
たにかわしゅんたろう　やく

福音館書店

61 11月 みずたまのたび
アンナ・クロザ　さく
こだま　しおり　やく

西村書店

62 11月 ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ　写真　文 ポプラ社

63 11月 くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子 福音館書店

64 11月 とんがをぴんがのプレゼント
西内　ミナミ　作
スズキ　コージ絵

福音館書店

65 12月 サンタクロースと小人たち マウリ=クンナス作 偕成社

66 12月 サンタクロースと小さな木 さく・え　エアーダイブ Ｄｙｂｏｏｋｓ

67 12月 めでたしめでたしからはじまる絵本
デイヴィット・ラロシェル(文）
リチャード・エギエルスキー

あすなろ書房

68 12月 おもちのきもち かがくい　ひろし 講談社

69 12月 ねっこ 平山　和子 かがくのとも

70 12月 えんぴつくん
アラン・アルバーグ作
福本　友美子　訳

小学館

71 12月 いのちのおはなし
日野原重明・文
村上　康成・絵

講談社

72 12月 くるみわりにんぎょう
E・T・A・ホフマン原作
アンマリーアンダーソン再話　蜂飼
耳訳

徳間書店

73 12月
サンテグジュペリと星の王子さま
空に幸せをもとめて

ビンバ・ランドマン(文・絵）
鹿島　茂（訳）

西村書店

74 12月 かさどろぼう
シビル　ウェッタシンハ作・絵
いのくま　ようこ　訳

徳間書店

75 12月
ひとりぼっちのミャー
クリスマスのよるに

たしろ　ちさと　訳
ピーター・ミルワード

女子パウロ会



76 12月 サンタおじさんのいねむり
まえだ　みえこ
絵　かきもと　こうぞう

偕成社

77 1月 中をそうぞうしてみてよ 佐藤雅彦＋ユーフラテス かがくのとも

78 1月 まないたにりょうりをあげないこと シゲタ　サヤカ 講談社

79 1月 せつぶんだ まめまきだ 桜井　信夫 教育画劇

80 1月 ちいさいおうち
バージニア・りー・バートン文・絵
いしい　ももこ　訳 岩波書店

81 1月 ひとめあがり　落語絵本 川端　誠 クレヨンハウス

82 1月 ときめきのへや
セルジオ・ルッツア作
福本　友美子　訳

講談社

83 2月 星の王子さまとめぐる星ぼしの旅 縣　秀彦 河出書房新社

84 2月 うらしまたろう 日本の昔話 東京子ども図書館

85 2月 このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

86 2月 オニじゃないよ おにぎりだよ シゲタ　サヤカ えほんの杜

87 2月 たべるのだいすき！
吉田　隆子　作
せべ　まさゆき　絵

金の星社

88 2月 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

89 2月 ねっこ 平山　和子　作 かがくのとも

90 2月 うらしまたろう 日本の昔話 東京子ども図書館

91 2月 てじな 土屋　富士夫 福音館書店

92 2月
絵本　いのちをいただく
みいちゃんがお肉になる日

原案/坂本義喜　絵/魚戸お
さむ 作/内田美智子

講談社

93 2月 いのちのおはなし 日野原重明 講談社

94 2月 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

95 3月 蜘蛛の糸 くものいと
芥川龍之介・作
遠山繁年・絵

偕成社

96 3月 ロバのシルベスターと魔法の小石
作・絵：ウィリアム・スタイグ
訳：　せた　ていじ

評論社

№ 月 書　　名 作　　者 出　版　社

1 6月 科学キャラクター図鑑　天文学
ダン・クリーン/サイモンバ
シャ-

玉川大出版部

2 6月 紙しばい　うりこひめとあまのじゃく
脚本松谷みよこ
画　梶山俊夫

童心社

3 6月 「けんぽう」のおはなし
原案：井上ひさし
絵：武田美穂

講談社

4 6月 三びきのコブタのほんとうの話　Aウルフ談
ジョン・シェスカ文/レイン・ス
ミス絵いくしまさちこ訳

岩波書店

5 6月 としょかんねずみ２　ひみつのともだち
ダニエル・カーク作
わたなべてった訳

瑞雲舎

6 6月
ストライプ　たいへん！しまもようになっ
ちゃった

デヴィッド・シャノン　作
清水　奈緒子　訳

らんか社

7 6月 くもの糸 芥川龍之介 TBSブリタニカ

8 6月 ジュニア空想科学読本 柳田理科雄 角川つばさ文庫

平成２８年度　５年生



9 6月 斎藤孝のイッキによめる！名作選
佐賀のがばいばあちゃん
島田洋七

講談社

10 6月 金のたまごをうんだがちょう
イソップ寓話より
ジェフリー　パターソン

童話館出版

11 6月 おさる日記
和田　誠　文
村上 康成　絵

偕成社

12 7月 メリーさんの電話 - -

13 7月 あかいくつ
アンデルセン作神沢利子文
いわさきちひろ絵

偕成社

14 7月 坊っちゃん 夏目漱石 青い鳥文庫

15 7月 イッキに読める名作選より　くぎのスープ
バージニア・ハビランド作
木村　由利子 訳

講談社

16 7月 頭の大きなロボット 星　新一 理論社

17 7月 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン作・絵 徳間書店

18 9月
斉藤孝のいっきに読める名作わらい話より
「おバケは友だち」

犬丸りん 講談社

19 9月 「放課後の時間割」より「しゃっくり」 岡田淳　作・絵 偕成社

20 9月 つみきのいえ 作　平田研也　絵　加藤久生 白泉社

21 9月 りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ PHP研究所

22 9月 葉っぱのフレディ　-いのちの旅-
レオ・バスカーリア　作
みらい　なな　訳

童話屋

23 9月 このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

24 9月 三びきのコブタのほんとうの話　Aウルフ談
ジョン・シェスカ文/レイン・ス
ミス絵いくしまさちこ訳

岩波書店

25 9月
「子どもに語る日本の昔話③」より
地獄からもどった男

稲田和子・筒井悦子 こぐま社

26 9月 君のためにできること 菊田まりこ Ｇａｋｋｅｎ

27 9月 いなむらの火 川崎大治（脚本） 童心社

28 10月 おおきなかぼちゃ
エリカ・シルバーマン作
S.D.シンドラー

主婦の友社

29 10月 バカなおとなにならない脳 養老孟司 理論社

30 10月 いなむらの火 川崎大治 童心社

31 10月 三びきのコブタのほんとうの話　Aウルフ談
ジョン・シェスカ文/レイン・ス
ミス絵いくしまさちこ訳

岩波書店

32 10月 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ
くさば　よしみ編
中川　学　絵

シタ文社

33 10月 グリムの昔話 矢崎源九郎　訳 童話館出版

34 10月 このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

35 10月 ジュニア空想科学読本 柳田理科雄 角川つばさ文庫

36 11月 鬼の腕 京都府の伝説 偕成社

37 11月 Life　ライフ くすのきしげのり 瑞雲舎

38 11月 あな 最上一平 ポプラ社

39 11月 ちゅー　ちゅー 宮西達也 すずき出版

40 11月 寿命図鑑 やまぐち　かおり いろは出版



41 11月 斎藤孝のイッキによめる！名作選　2年生 村上春樹の短編 講談社

42 11月 おもいのたけ きむら　ゆういち えほんの杜

43 11月 おとなしいめんどり
ポールガルドン作
谷川俊太郎　訳

童話館出版

44 11月 へいわってどんなこと？ 浜田　桂子 童心社

45 12月 いのちをいただく 内田美智子 講談社

46 12月 くまとやまねこ
ぶん湯本香樹実
え酒井駒子

河出書房新社

47 12月 ジュニア空想科学読本　8 柳田理科雄 角川つばさ文庫

48 12月 ああ無情 ビクトル・ユーゴ 講談社

49 12月 童話の花束 作品集 JXグループ

50 12月 サンタクロースっているんでしょうか？
「ニューヨーク・サン」新聞の
社説

偕成社

51 12月 落語絵本　ときそば 川端誠 クレヨンハウス

52 12月 世界のはじまり
ﾏｰｸﾞﾘｯﾄ・ﾒｲﾖｰ再話ﾙｲｰｽﾞ・ﾌﾞ
ﾗｲｱﾘｰ絵 百々佑利子訳

岩波書店

53 12月 賢者のおくりもの オー＝ヘンリー 青い鳥文庫(講談社）

54 1月 おおきな木
村上春樹 訳
シェル・シルヴァスタイン

あすなろ書房

55 1月 ハリネズミと金貨 V.オルロフ 偕成社

56 1月 鬼の腕 京都府の伝説 偕成社

57 1月 絵とき　ゾウの時間とネズミの時間
本川　達雄　文
あべ　弘士　絵

福音館書店

58 1月 おおきな木
村上春樹 訳
シェル・シルヴァスタイン

あすなろ書房

59 2月 親子で見る絵（描かれた子供たち）
グラディス・Sブリザード
(訳：若桑みどり）

クレオ

60 2月 紙しばい　雪わたり 宮沢賢治 童心社

61 2月 紙しばい　びんぼうがみとふくのかみ 鈴木敏子 童心社

62 2月 ともだち 谷川俊太郎　和田誠 玉川大学出版部

63 2月
「５分後に意外な結末」より
ランプ魔神と３人の願い/夫の願い

欧米の小咄　原案 学研プラス

64 2月 てん
ピーター レイノルズ
谷川俊太郎　訳

65 2月 不思議の国のアリス ロバート・サブダ 大日本絵画

66 2月 ともだち 谷川俊太郎　和田誠 玉川大学出版部

67 2月 けしごむくん
こんの　ひとみ 作
いもと　ようこ　絵

金の星社

68 2月 ３びきのかわいいオオカミ
ﾕｰｼﾞﾝ・ﾄﾘﾋﾞｻﾞｽ作ﾍﾚﾝ・ｵｸｾﾝ
ﾊﾞﾘｰ絵こだまともこ訳

富山房

69 2月 きまぐれロボット 星　新一 角川出版

№ 月 書　　名 作　　者 出　版　社

平成２８年度　６年生



1 6月 日本霊異記 水上　勉 岩波少年文庫

2 6月 たのしいムーミン一家 トーベヤンソン 青い鳥文庫

3 6月 おおきな木
シェル・シルヴァスタイン
村上　春樹　訳

あすなろ書房

4 6月 日本霊異記より　どくろを助けた話 水上　勉 岩波少年文庫

5 6月 まどさん　さかたさんのことばあそび まどみちお/阪田寛夫 小峰書店

6 6月 テオの「ありがとう」ノート
クロディーヌ・グイック＝プリ
エト

PHP研究所

7 6月 勇気-COURAGE-
バーナード・ウェーバー
日野原重明　訳

ユーリーグ

8 6月 ふまんがあります ヨシタケ シンスケ PHP研究所

9 7月 けんぽうのおはなし 井上　ひさし 講談社

10 7月 桂文我　落語紙芝居　さぎとり 桂　文我 童心社

11 7月 光の旅　かげの旅 内海　まお 評論社

12 7月 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ 金の星社

13 7月 りゆうがあります ヨシタケ シンスケ PHP研究所

14 7月 こども大百科　クイズブック - 小学館

15 7月 さだ子と千羽鶴
絵本を通して平和を考える会
(フェリス女学院有志）

オーロラ自由アトリエ

16 9月 金太郎
文・千葉　幹夫　画・米内　穂
豊

講談社

17 9月 あかいくつ アンデルセン 偕成社

18 9月 戦争のつくりかた りぼん・ぷろじぇくと マガジンハウス

19 9月
走ることについて語るときに僕の語ること
（の一節）

村上　春樹 文春文庫

20 9月 金太郎
文・千葉　幹夫　画・米内　穂
豊

講談社

21 9月 ワンガリの平和の木 ジャネット・ウインター BL出版

22 9月 ボールのようなことば 糸井重里 ほぼ日文庫

23 9月 ご冗談でしょう、ファインマンさん リチャード・P・ファインマン 岩波書店

24 10月 雪わたり 宮沢賢治 岩崎文庫

25 10月 綱渡りの男
作・絵モーディカイ・ガース
ティン　　訳　川本　三郎

小峰書店

26 10月 天の岩戸（オリジナル） - -

27 10月 ２ひきのいけないアリ
C.V.オールズバーグ
訳　村上春樹

あすなろ書房

28 10月 ハーメルンのふえふき グリム 金の星社

29 10月 賢者のおくりもの オー・ヘンリー 金の星社

30 11月 とげとげ 内田　りんたろう 童心社

31 11月 やきざかなののろい 塚本　やすし ポプラ社

32 11月 魔法の指輪 リヒャルト・レアンダー 岩波少年文庫



33 11月 ワンガリの平和の木 ジャネット・ウィンター BL出版

34 11月 ほんとうのことをいってもいいの？ パトリシア C マキサック BL出版

35 11月 旅をする木 星野道夫 文春文庫

36 11月 明日の子供たち 有川 浩 幻冬舎

37 11月 はじめてのオーケストラ
原作 佐渡裕
絵 はたこうしろう

小学館

38 12月 ねむるってどんなこと？ ジョイ・リチャードソン ポプラ社

39 12月 13歳のキミへ 高濱　正伸 実務教育出版

40 12月 魔法の指輪 リヒャルト・レアンダー 岩波少年文庫

41 12月 サンタクロースとちいさな木 エアーダイブ Dy books

42 12月 十歳のきみへ～九十五歳のわたしから～ 日野原重明
冨山房インターナショ
ナル

43 12月 ヨーレのクマー 宮部みゆき 角川文庫

44 12月 未来イソップ 星　新一 新潮文庫

45 1月 105にんのすてきなしごと
カーラ・カスキン文
マーク・シーモント絵

あすなろ書房

46 1月 猫山 斎藤　隆介 岩崎書店

47 1月 いつもいっしょに
こんの ひとみ作
いもと ようこ絵

金の星社

48 1月 パフパフ
リン・ロシター・マクファーラン
ド文ジム・マクファーランド絵

講談社

49 2月 ワンガリの平和の木 ジャネット・ウインター BL出版

50 2月 赤ずきん
グリム作バーナディット・ワッ
ツ絵　生野　幸吉　訳

岩波書店

51 2月 ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ PHP研究所

52 2月 明日もいっしょにおきようね 穴澤　賢 草思社

53 2月 ぼく　にげちゃうよ
マーガレット・W・ブラウンぶん
クレメント・ハードえ

ほるぷ出版

54 2月 ぼくたちの世界一周 かねのたかゆき＆ひかる 石風社

55 2月 はじまりの日 ボブ・ディラン 岩崎書店


