
学校・朝読セットB（１・２年）

書名 著者名 出版社 出版年
1 あひるの手紙 朽木 祥作　 ささめや ゆき絵 佼成出版社 2014
2 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
3 1ねん1くみ1ばんサイコー! 後藤 竜二作  長谷川 知子絵 ポプラ社 2009

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 王さまのアイスクリーム
フランセス・ステリットぶん  光吉 夏弥
やく  土方 重巳え

大日本図書 2010

6 おおきなおおきなおいも 赤羽 末吉さく・え 福音館書店 2001

7 おおかみと七ひきのこやぎ
グリム原作，フェリクス・ホフマンえ，せ
た ていじやく

福音館書店 1967

8 おおきなかぶ
A.トルストイ再話，内田 莉莎子訳，佐
藤 忠良画

福音館書店 1966

9 おしいれのぼうけん　 ふるた たるひさく  たばた せいいち 童心社 1980
10 おしゃべりなたまごやき  寺村 輝夫作，長 新太画 福音館書店 1972
11 おじさんのかさ 佐野 洋子作・絵 講談社 1992

12 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　 1975

13 かさじぞう 瀬田 貞二再話，赤羽 末吉画 福音館書店 1966
14 かにむかし 木下 順二作，清水 崑絵 岩波書店 2007

15 ガンピーさんのふなあそび
ジョン・バーニンガムさく，みつよし な
つややく

ほるぷ出版 1978

16 きいろいばけつ もりやま みやこ作  つちだ よしはる絵 あかね書房 1985
17 キャベツくん  長 新太文・絵 文研出版 2002
18 くまの子ウーフ　 神沢 利子作，井上 洋介絵 ポプラ社 2001
19 子うさぎましろのお話 佐々木 たづ文，三好 碩也絵 ポプラ社 1970
20 ごきげんなすてご いとう ひろしさく 徳間書店 1991
21 こねこのぴっち ハンス・フィッシャー文 絵，石井 桃子 岩波書店 2002
22 三びきのこぶた 瀬田 貞二訳，山田 三郎画 福音館書店 1967
23 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウンえ，せた ていじやく 福音館書店 1965

24 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 1971

25 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，ボフダン・ブテンコえ

福音館書店 1969

26 しっぽのはたらき
川田 健ぶん，藪内 正幸え，今泉 吉典
監修

福音館書店 1972

27 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
28 １１ぴきのねこ 馬場 のぼる著 こぐま社 1978
29 14ひきのおつきみ いわむら かずおさく 童心社 1988

30 しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウィリアムズぶん,え，まつおか
きょうこやく

福音館書店 1974

31 スイミー レオ・レオニ作，谷川 俊太郎訳 好学社　 1979
32 スーホの白い馬 大塚 勇三再話，赤羽 末吉画 福音館書店 1967
33 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラーさく，いまえ よしとも 偕成社 1980

34 すばらしいとき
ロバート・マックロスキーぶんとえ，わ
たなべ しげおやく

福音館書店 1980

35 すみれちゃん    石井 睦美作，黒井 健絵 偕成社 2005
36 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
37 すみれちゃんは一年生 石井 睦美作，黒井 健絵 偕成社 2007
38 ぞうのホートンたまごをかえす ドクター・スースさく・え  しらき しげるや 偕成社 2008
39 たんぽぽ 平山 和子ぶん・え 福音館書店 1976

40 ちいさいロッタちゃん　
アストリッド=リンドグレーンさく　イロン=
ヴィークランドえ  山室 静やく

偕成社 1980

41 ちいさいおうち 
ばーじにあ・りー・ばーとんぶんとえ，い
しい ももこやく

岩波書店 1965

42 ちからたろう いまえ よしともぶん，たしま せいぞうえ ポプラ社 1977
43 となりのせきのますだくん 武田 美穂作・絵 ポプラ社 1991

44 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，わたなべ しげおやく

福音館書店 1964

45 なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子さく  大社 玲子え 学研教育出版 1973



学校・朝読セットB（１・２年）

書名 著者名 出版社 出版年
46 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　 1974

47 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 1991

48 はじめてのキャンプ　 林 明子さく・え 福音館書店  1984
49 ハナさんのおきゃくさま　 角野 栄子作  西川 おさむ絵 福音館書店 1978

50 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 1974

51 ピーターのいす 
エズラ=ジャック=キーツさく，きじま は
じめやく

偕成社 1977

52 ひとまねこざる H.A.レイ文,絵，光吉 夏弥訳 岩波書店 1983
53 ふしぎなたけのこ 松野 正子さく，瀬川 康男え 福音館書店 1966
54 ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫写真，茂木 透写真，長 新太 福音館書店 1990
55 ふらいぱんじいさん　 神沢 利子作  堀内 誠一絵 あかね書房 1978
56 へびのクリクター トミー・ウンゲラー作，中野 完二訳 文化出版局　 1974

57 ペレのあたらしいふく
エルサ・ベスコフさく・え，おのでら ゆり
こやく

福音館書店 1978

58 へんてこもりにいこうよ たかどの ほうこ作・絵 偕成社 1995
59 ぼくのくれよん  長 新太おはなし・え 講談社 1993
60 みしのたくかにと 松岡 享子作  大社 玲子絵 こぐま社 1998
61 みんなうんち 五味太郎作 福音館書店 1981
62 ももいろのきりん 中川 李枝子さく  中川 宗弥え 福音館書店  2001
63 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 2002
64 やまんばのにしき   まつたに みよこぶん，せがわ やすお ポプラ社 1967
65 ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎作，長 新太絵 文研出版　 1975

66 わたしのおかあさんは世界一びじん
ベッキー・ライアーぶん  光吉 郁子やく
ルース・ガネットえ

大日本図書 2010

67 わたしとあそんで
マリー・ホール・エッツぶん/え，よだ
じゅんいちやく

福音館書店 1968


