
どの本よもうかな　小学１・２年生のきみへ

№ 書名 出版者 出版年

1 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 1965

2 アリからみると 桑原　隆一　文 栗林　慧　写真 福音館書店 2004

3 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ　ぶん・え むらおか　はなこ　やく 福音館書店 1961

4 いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム　さく たにかわ　しゅんたろう　やく あかね書房 1988

5 いやいやえん 中川　李枝子　さく 大村　百合子　え 福音館書店 1962

6 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 わたなべ　しげお　やく 福音館書店 1963

7 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 1969

8 大きい１年生と小さな２年生 古田　足日　さく 中山　正美　え 偕成社 1978

9 おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉　さく・え 市村　久子　原案 福音館書店 1972

10 おさるはおさる いとう　ひろし　作・絵 講談社 1991

11 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 なかがわ　ちひろ　訳・絵 徳間書店 2001

12 きえた犬のえ 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 1982

13 きのこ 埴　沙萌　写真・文 ポプラ社 2011

14 くまの子ウーフ 神沢　利子　作 井上　洋介　絵 ポプラ社 2020

15 こぐまのくまくん モーリス・センダック　え Ｅ．Ｈ．ミナリック　ぶん まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 1972

16 ことばあそびうた 谷川　俊太郎　詩 瀬川　康男　絵 福音館書店 1973

17 ゴハおじさんのゆかいなお話 デニス・ジョンソン－デイヴィーズ　再話 ハグ-ハムディ・モハンメッド・ファトゥーフ　絵
 ハーニ・エル-サイード・アハマド　絵 千葉　茂樹　訳 徳間書店 2010

18 さっちゃんの　まほうのて たばた　せいいち　〔ほか〕共同制作 偕成社 1985

19 さんまいのおふだ 水沢　謙一　再話 梶山　俊夫　画 福音館書店 1985

20 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 1977

21 じごくのそうべえ 田島　征彦　作 童心社 1978

22 島ひきおに 梶山　俊夫　絵 山下　明生　文 偕成社 1973

23 しょうたとなっとう 星川　ひろ子　写真・文 星川　治雄　写真・文 小泉　武夫　原案・監修 ポプラ社 2003

24 スイミー レオ・レオニ　〔作〕 谷川　俊太郎　訳 好学社 1969

25 ちいさいモモちゃん 松谷　みよ子　著 菊池　貞雄　絵 講談社 1986

26 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

27 チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー　著 石井　桃子　訳 中川　宗弥　画 童心社 1967

28 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 福本　友美子　やく 岩崎書店 2007

29 となりのせきのますだくん 武田　美穂　作・絵 ポプラ社 1991

著者名



№ 書名 出版者 出版年著者名

30 なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子　さく 大社　玲子　え 学研 1973

31 ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ　さく まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 1996

32 はじめてのキャンプ 林　明子　さく・え 福音館書店 1984

33 ８月６日のこと 中川　ひろたか　文 長谷川　義史　絵 ハモニカブックス 2011

34 はなのすきなうし マンロー・リーフ　おはなし ロバート・ローソン　え 光吉　夏弥　やく 岩波書店 1954

35 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 大社　玲子　え 福音館書店 1992

36 ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター　さく・え いしい　ももこ　やく 福音館書店 2019

37 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

38 ふとんかいすいよく 山下　明生　作 渡辺　洋二　絵 あかね書房 1978

39 へいわってどんなこと？ 浜田　桂子　作 童心社 2011

40 ぼくは王さま 寺村　輝夫　作 和田　誠　絵 理論社 2000

41 みにくいおひめさま フィリス＝マッギンリー　さく まさき　るりこ　やく なかがわ　そうや　え 瑞雲舎 2009

42 モチモチの木 斎藤　隆介　作 滝平　二郎　絵 岩崎書店 1971

43 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 1980

44 やまなしもぎ 平野　直　再話 太田　大八　画 福音館書店 1977

45 よもぎだんご さとう　わきこ　さく 福音館書店 1989

47 ロッタちゃんのひっこし アストリッド＝リンドグレーン作 イロン＝ヴィークランド 絵 山室　静　訳 偕成社 1985

46 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 2006

48 わたし 長　新太　え 谷川　俊太郎　ぶん 福音館書店 1981
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