
書名 著者名 出版社 出版年

1 蒼とイルカと彫刻家
長崎夏海作，佐藤真紀子絵，薬
師寺一彦協力

佼成出版社 2016

2 アマミホシゾラフグ
江口絵理ぶん，大方洋二しゃしん
，友永たろえ

ほるぷ出版 2016

3 アンドルーのひみつきち ドリス・バーン文・絵，千葉茂樹訳 岩波書店 2015

4 おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂直作，フィリケえつこ絵 小学館 2015

5 おおふじひっこし大作戦 塚本こなみ文，一ノ関圭絵 福音館書店 2016

6 お月さまのこよみ絵本 千葉望文，阿部伸二絵 理論社 2016

7 おばあさんのしんぶん 松本春野文・絵，岩國哲人原作 講談社 2015

8 数ってどこまでかぞえられる？
ロバート・E・.ウェルズさく，せなあ
いこやく

評論社 2016

9 カボチャのなかにたねいくつ？
マーガレット・マクナマラ作，G.ブ
ライアン・カラス絵，真木 文絵訳

フレーベル館 2015

10 岸辺のヤービ 梨木香歩著，小沢さかえ画 福音館書店 2015

11 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー作，中井 はるの訳 ポプラ社 2008

12
グレッグのダメ日記　ボクの日記があぶな
い!

ジェフ・キニー作，中井 はるの訳 ポプラ社 2008

13
グレッグのダメ日記　もう、がまんできな
い!

ジェフ・キニー作，中井 はるの訳 ポプラ社 2009

14 こぶたものがたり 中澤晶子作，ささめやゆき絵 岩崎書店 2016

15 ゴリラが胸をたたくわけ 山極 寿一文，阿部 知暁絵 福音館書店 2015

16 三年一組、春野先生！
くすのきしげのり作，下平けーす
け絵

講談社 2016

17 幸せとまずしさの教室 石井光太著
少年写真新聞
社

2015

18 水晶玉を見つめるな！ 赤羽じゅんこ作，藤川努絵 講談社 2016

19 すばこ キム・ファン文，イ・スンウォン絵 ほるぷ出版 2016

20 精霊の守り人 上橋 菜穂子作，二木 真希子絵 偕成社 2006

21 世界一の三人きょうだい
グードルン・メプス作，はたさわゆ
うこ訳，山西ゲンイチ絵

徳間書店 2016

22 ぞうのなみだひとのなみだ 藤原幸一著 アリス館 2015

23 それほんとう？ 松岡享子ぶん，長新太え  福音館書店 2010

24 タケノコごはん 大島渚文，伊藤秀男絵 ポプラ社 2015

25 たのしいおかたづけ ウルスス・ウェールリ作 翔泳社 2015

26 ダンゴウオの海 鍵井靖章写真・文 フレーベル館 2015

27 チームふたり 吉野万理子作 学研マ－ケティング 2007

28 チームあした 吉野万理子作 学研マ－ケティング 2008

29 チームひとり 吉野万理子作 学研教育出版 2009

30 チームあかり 吉野万理子作 学研教育出版 2010

31 チームみらい 吉野万理子作 学研教育出版 2011

32 どうなっているの？だんめん図鑑 断面マン製作・監修 小学館 2016
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33 となりに生きる動物たち 共同通信社写真部著 講談社 2016

34 とびばこバーン 升井純子作，おくはらゆめ絵 講談社 2015

35 ドリトル先生アフリカゆき
ヒュー・ロフティング作，井伏 鱒二
訳

岩波書店 2000

36 ドリトル先生の郵便局
ヒュー・ロフティング作，井伏 鱒二
訳

岩波書店 2000

37 ドリトル先生航海記
ヒュー・ロフティング作，井伏 鱒二
訳

岩波書店 2000

38 にっぽんのおにぎり 白央篤司著 理論社 2015

39 のんびり村は大さわぎ！
アンナレーナ・ヘードマン作，菱木
晃子訳，杉原知子絵

徳間書店 2016

40 ハスの花の精リアン
チェン ジャンホン作・絵，平岡 敦
訳

徳間書店 2011

41 ひまなこなべ 萱野茂文，どいかや絵 あすなろ書房 2016

42 ファーブル先生の昆虫教室
奥本大三郎文，やましたこうへい
絵

ポプラ社 2016

43 ベッツィ・メイとこいぬ
イーニッド・ブライトン作，ジョー
ン・G.トーマス絵，小宮由訳

岩波書店 2015

44 ベッツィ・メイとにんぎょう
イーニッド・ブライトン作，ジョー
ン・G.トーマス絵，小宮由訳

岩波書店 2015

45 干したから… 森枝卓士写真・文 フレーベル館 2016

46 星になった子ねずみ 手島悠介作 ，岡本颯子絵 講談社 2016

47 ボッティチェッリと花の都フィレンツェ
ボッティチェッリ画，辻茂監修，西
村 和子責任編集

博雅堂出版 2000

48 まちぼうけの生態学 遠藤知二文，岡本よしろう絵 福音館書店 2015

49 マネとモネ
マネ画，モネ画，辻茂監修，西村
和子責任編集，川滝かおり原文

博雅堂出版 1994

50
耳の聞こえないメジャーリーガー
ウィリアム・ホイ

ナンシー・チャーニン文，ジェズ・
ツヤ絵，斉藤洋訳

光村教育図書 2016

51 みんなでつくる １本の辞書 飯田朝子文，寄藤文平絵 福音館書店 2015

52 みんなからみえないブライアン
トルーディラドウィッグ作，パトリス
バートン絵，さくま ゆみこ訳

くもん出版 2015

53 目の見えない子ねこ、どろっぷ 沢田俊子文，田中六大絵 講談社 2015

54 闇の守り人 上橋 菜穂子作，二木 真希子絵 偕成社 2006

55 夢の守り人 上橋 菜穂子作，二木 真希子絵 偕成社 2007

56 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，リ
ストファーサイラスニールえ，福
岡伸一やく

ポプラ社 2015

57 ライオン１頭
ケイティ・コットン文，スティーブ
ン・ウォルトン絵，木坂涼訳，岩城
義人訳

ＢＬ出版 2016

58 ライオンとねずみ
イソップ原作，ジェリー・ピンク
ニー作，さくまゆみこ訳

光村教育図書 2010

59 わたしが外人だったころ 鶴見俊輔文，佐々木マキ絵 福音館書店 2015

60 笑われたくない！ 手嶋ひろ美作，大庭賢哉絵 文研出版 2016
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