
書名 著者名 出版社 出版年

1
アビーとテスのペットはおまかせ!
　1　金魚はあわのおふろに入らない!?

トリーナ・ウィーブ ポプラ社 2005

2 あらしのよるに 木村裕一、あべ弘士 講談社 2000

3 あるはれたひに 木村裕一、あべ弘士 講談社 2001

4 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄、あべ弘士 福音館書店 1994

5 王さまライオンのケーキ マシュー・マケリゴット 徳間書店 2010

6 大どろぼうホッツェンプロッツ オットフリ－ト・プロイスラ－ 偕成社 2010

7 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク ほるぷ出版 1995

8 おすのつぼにすんでいたおばあさん ルーマー・ゴッデン 徳間書店 2001

9
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルラ
ンゲ

Ｊ・ロッシュ＝マゾン 福音館書店 1983

10 おもちゃ屋のクィロー ジェームズ・サーバー 福音館書店 1996

11 怪談小泉八雲のこわ～い話 〈１〉 ラフカディオ・ハ－ン 汐文社 2004

12 かさぶたってどんなぶた スズキ　コージ あかね書房 2007

13 がんばれヘンリ－くん ベヴァリ－・クリアリー 学研 2007

14 きりのなかで 木村裕一、あべ弘士 講談社 2002

15 キング牧師の力づよいことば ドリ－ン・ラパポ－ト 国土社 2002

16 くまのパディントン マイケル・ボンド 福音館書店 2002

17 くものきれまに 木村裕一、あべ弘士 講談社 2002

18 こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリ－ 岩波書店 1991

19 こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダール 評論社 2005

20 ゴッホとゴーギャン 辻茂、川滝かおり  博雅堂出版 1992

21 じごくのそうべえ 田島征彦 童心社 2002

22 しごとば　 鈴木のりたけ ブロンズ新社 2009

23 しごとば　続 鈴木のりたけ ブロンズ新社 2010

24 しごとば　続々 鈴木のりたけ ブロンズ新社 2011

25 シノダ！チビ竜と魔法の実 富安陽子 偕成社 2003

26 シノダ！樹のことばと石の封印 富安陽子 偕成社 2004

27 シノダ！鏡の中の秘密の池 富安陽子 偕成社 2006

28 シノダ！魔物の森のふしぎな夜 富安陽子 偕成社 2008

29 シノダ！時のかなたの人魚の島 富安陽子 偕成社 2010

30 シャ－ロットのおくりもの
Ｅ．Ｂ．ホワイト、ガ－ス・ウィリア
ムズ

あすなろ書房 2001

31 小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅 佐藤真澄 汐文社 2010

32 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼ－マン 岩波書店 2002

33 シンドバッドのさいごの航海 ルドミラ・ゼ－マン 岩波書店 2002

34 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫 福音館書店 2004

35 世界がもし１００人の村だったら 池田香代子 マガジンハウス 2001

36 世界の鳥の巣の本 鈴木まもる 岩崎書店 2001

37 月のかがく えびなみつる 旬報社 2011

38 っぽい ピーター・レイノルズ 主婦の友社 2009

39 鳥の巣の本 鈴木まもる 岩崎書店 1999

40 ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびるやすこ ポプラ社 2007
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41 漂流物 デ－ヴィド・ウィ－ズナ－ BL出版 2007

42 ふぶきのあした 木村裕一、あべ弘士 講談社 2003

43 ほらふき男爵の冒険
ゴットフリ－ト・アウグスト・ビュル
ガ－

偕成社 2007

44 魔女学校の一年生 ジル・マーフィー 評論社 2002

45 魔女の宅急便 角野栄子 福音館書店 2002

46 土の色って、どんな色？ 栗田宏一 福音館書店 2011

47 どうぶつえんガイド あべ弘士 福音館書店 1995

48 どうぶつゆうびん もとしたいづみ、あべ弘士 講談社 2004

49 どしゃぶりのひに 木村裕一、あべ弘士 講談社 2003

50 とりになったきょうりゅうのはなし 大島英太郎 福音館書店 2010

51 ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム 評論社 2010

52 願いごとのえほん ローズアン・ソング あすなろ書房 2009

53 まんげつのよるに 木村裕一、あべ弘士 講談社 2006

54 ミーアキャットの家族 内山晟、江口絵理 そうえん社 2010

55 ミレーとコロー 森田義之、西村和子 博雅堂出版 2003

56 冥界伝説・たかむらの井戸 たつみや章、広瀬弦 あかね書房 2003

57 もしも原子がみえたなら 板倉聖宣 仮説社 2008

58 雪の結晶ノ－ト マ－ク・カッシ－ノ あすなろ書房 2009

59 読みがたり　山梨のむかし話 山梨国語教育研究会 日本標準 2004
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