
書名 著者名 出版社 出版年

1 アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー作・絵，三原泉訳 徳間書店 2017

2 生きる 谷川俊太郎詩，岡本よしろう絵 福音館書店 2017

3 いろいろいろんな　かぞくのほん
メアリ・ホフマン／ぶん　ロス・ア
スクィス／え　すぎもと えみ／や
く

少年写真新聞社 2018

4 いろのかけらのしま イ・ミョンエ作と絵，生田美保訳 ポプラ社 2017

5 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合 光昭／文・写真 文溪堂 2018

6 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　1 スギヤマ カナヨ／[著] 偕成社 2018

7 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　2 スギヤマ カナヨ／[著] 偕成社 2018

8 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　3 スギヤマ カナヨ／[著] 偕成社 2018

9 おれからもうひとりのぼくへ
相川 郁恵／作　佐藤 真紀子／
絵

岩崎書店 2018

10 オレはどうくつ探検家 吉田 勝次／著 ポプラ社 2018

11 かあちゃんのジャガイモばたけ
アニタ・ローベル／さく　まつかわ
まゆみ／やく

評論社 2018

12 ガムじいさん、あんたサイアクだよ！
アンディ・スタントン／作　デビッ
ド・タジィーマン／絵　石崎 洋司
／訳

小峰書店 2018

13 消えた時間割 西村 友里／作　　大庭 賢哉／絵 学研プラス 2018

14 キワさんのたまご 宇佐美牧子作，藤原ヒロコ絵 ポプラ社 2017

15 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

16
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

17
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

18 ケータイくんとフジワラさん 市川宣子作，みずうちさとみ絵 小学館 2017

19 ゲンバクとよばれた少年
中村 由一／著　渡辺 考／聞き
書き　　宮尾 和孝／絵

講談社 2018

20 こだわっていこう 村上 しいこ／作　陣崎 草子／絵 学研プラス　 2018

21 小林一三　阪急と宝塚をつくった事業家 柴田 こずえ／構成・文 岩崎書店 2018

22 昆虫の体重測定 吉谷 昭憲／文・絵 福音館書店 2018

23 さよなら、おばけ団地 藤重ヒカル／作　浜野史子／画 福音館書店 2018

24 詩ってなあに?
ミーシャ・アーチャー作，石津ちひ
ろ訳

BL出版　 2017

25 しっぽがない! 犬塚 則久／文　大島 裕子／絵 福音館書店 2018

26 ジャンケンの神さま
くすのきしげのり作，岡田よした
か絵

小学館 2017

27 小学校がなくなる! 麻生かづこ作，大庭賢哉絵 文研出版 2017

28 精霊の守り人 上橋 菜穂子作，二木 真希子絵 偕成社 2006

29 世界を救うパンの缶詰 菅聖子文，やましたこうへい絵 ほるぷ出版 2017

30 そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地 国夫／写真 小学館 2018

31 空をけっとばせ 升井純子作，大島妙子絵 講談社 2017

32 それほんとう？ 松岡享子ぶん，長新太え  福音館書店 2010

33 チームあかり 吉野万理子作 学研教育出版 2010
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34 チームあした 吉野万理子作 学研マ－ケティング 2008

35 チームひとり 吉野万理子作 学研教育出版 2009

36 チームふたり 吉野万理子作 学研マ－ケティング 2007

37 チームみらい 吉野万理子作 学研教育出版 2011

38 チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる
ジェニファー・サームズ作，まつむ
らゆりこ訳

廣済堂あかつき 2017

39 つくえの下のとおい国 石井睦美著，にしざかひろみ絵 講談社 2017

40 ドームがたり
アーサー・ビナード作，スズキ
コージ画

玉川大学出版部 2017

41 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

42 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

43 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

44 ネコの家庭教師 南部和也さく，さとうあやえ 福音館書店 2017

45 のら犬ボン たじまゆきひこ作 くもん出版 2017

46 パイパーさんのバス
エリナー・クライマー／作　クルト・
ヴィーゼ／絵　小宮 由／訳

徳間書店 2018

47 拝啓、お母さん 佐和みずえ作，かんべあやこ絵 フレーベル館 2017

48 はじめてのなぜなにふしぎえほん
てづかあけみえ・ぶん，日本科学
未来館監修

パイインターナショナル 2017

49 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

50 はらぺこゾウのうんち 藤原 幸一／写真・文 偕成社 2018

51 100年たったら 石井 睦美／文　あべ 弘士／絵 アリス館 2018

52 ぼくらの山の学校 八束 澄子／著 PHP研究所 2018

53 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

54 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

55 もうどう犬べぇべ セアまり／文　平澤 朋子／絵 ほるぷ出版 2018

56 文様えほん 谷山彩子作 あすなろ書房 2017

57 闇の守り人 上橋 菜穂子作，二木 真希子絵 偕成社 2006

58 夢の守り人 上橋 菜穂子作，二木 真希子絵 偕成社 2007

59 ようこそ!花のレストラン 多田多恵子写真・文 少年写真新聞社 2017

60 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

61 わたしも水着をきてみたい
オーサ・ストルク作，ヒッテ・ス
ペー絵，きただいえりこ訳

さ・え・ら書房 2017

【小学校向け】朝の読書推進セットC（３・４年）


