
                                                                                                   

 平成 31 年 2 月改訂 

この本
ほん

たのしいよ！   ～小学
しょうがく

１・２年生
ねんせい

から～ 
         ☆印の本は大勢の読み聞かせにむいています     吹田市立図書館   

 

むかしばなし 絵本
え ほ ん

 

くったのんだわらった ポーランド民話  ☆ 

内田莉莎子 佐々木マキ （福音館書店） 

こぶじいさま ☆ 

松居直 赤羽末吉 （福音館書店） 

スーホの白い馬 モンゴル民話 ☆ 

大塚勇三 赤羽末吉 （福音館書店） 

パンのかけらとちいさなあくま リトアニア民話 ☆ 

内田莉莎子 堀内誠一 （福音館書店) 

 やまなしもぎ☆ 

   平野直 太田大八 （福音館書店) 

詩
し

・ことばあそびの本
ほ ん

 

あっちゃんあがつく たべものあいうえお 

さいとうしのぶ （リーブル） 

大阪うまいもんのうた 

    長谷川義史 （佼成出版社) 

これはのみのぴこ ☆ 

谷川俊太郎 和田誠 （サンリード） 

なぞなぞあそびうた 1～2  

角野栄子 （のら書店） 

のはらうた  1～5 

くどうなおこ （童話屋) 

 

ちしきの絵本
え ほ ん

 

  こんちゅうってなんだ？ 

    ｱﾝ・ﾛｯｸｳｪﾙ ｽﾃｨｰﾌﾞ･ｼﾞｪﾝｷﾝｽ （福音館書店) 

しっぽのはたらき 

川田健 薮内正幸 （福音館書店） 

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 

松岡たつひで （福音館書店） 

はがぬけたらどうするの？ 

ｾﾙﾋﾞｰ･ﾋﾞｰﾗｰ ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｶﾗｽ （フレーベル館） 

ふゆめがっしょうだん 

富成忠夫 茂木透〔ほか〕 （福音館書店）   

 

 

ともだち・学校
がっこう

 

＊えほん＊ 

１ねん１くみの１にち 

   川島敏生 （アリス館） 

いつもちこくのおとこのこ 

ジョン・バーニンガム （あかね書房) 

おまたせクッキー ☆ 

パット＝ハッチンス （偕成社) 

くんちゃんのはじめてのがっこう 

ドロシー・マリノ （ペンギン社) 

こぎつねコンとこだぬきポン ☆ 

松野正子 二俣英五郎 （童心社） 

となりのせきのますだくん 

武田美穂 （ポプラ社) 

ともだちや ☆ 

内田麟太郎 降矢なな （偕成社） 

ネビルってよんでみた  

ノートン・ジャスター G.ブライアン・カラス  （ＢＬ出版） 

バムとケロのにちようび 

島田ゆか （文渓堂) 

まあちゃんのながいかみ ☆ 

たかどのほうこ （福音館書店） 

 ＊ものがたり＊ 

あのね、わたしのたからものはね 

ジャニス＝メイ＝ユードリイ （偕成社) 

1 ねん 1 くみ 1 ばんワル 

後藤竜二 （ポプラ社) 

きょうりゅうが学校にやってきた 

アン・フォーサイス （金の星社） 

くまの子ウーフ 

神沢利子 （ポプラ社） 

しゅくだいさかあがり 

福田岩緒 （ＰＨＰ研究所） 

たからものくらべ 

杉山亮 （福音館書店) 

はじめてのキャンプ 

林明子 （福音館書店) 

ふたりはともだち 

アーノルド・ローベル （文化出版局)  
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たいへんたいへん すごいぞ！ 

＊えほん＊ 

いたずらきかんしゃちゅうちゅう ☆ 

バージニア・リー・バートン （福音館書店) 

かもさんおとおり ☆ 

ロバート・マックロスキー （福音館書店) 

からすのパンやさん ☆ 

かこさとし （偕成社） 

きょうはみんなでクマがりだ ☆ 

ﾏｲｹﾙ･ﾛｰｾﾞﾝ ﾍﾚﾝ･ｵｸｾﾝﾊﾞﾘｰ （評論社)  

スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし ☆ 

レオ・レオニ （好学社）  

せんたくかあちゃん ☆ 

さとうわきこ （福音館書店）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

とべバッタ 

田島征三 （偕成社） 

どろんこハリー ☆ 

ｼﾞｰﾝ・ｼﾞｵﾝ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ （福音館書店） 

ラチとらいおん ☆ 

マレーク・ベロニカ （福音館書店） 

 ＊ものがたり＊ 

きえた草のなぞ  めいたんていネート 

マージョリー・W.シャーマット （大日本図書） 

なぞなぞのすきな女の子 

松岡享子 （学研） 

番ねずみのヤカちゃん 

リチャード・ウィルバー （福音館書店） 

ふたごのでんしゃ 

渡辺茂男 （あかね書房） 

ぺちゃんこスタンレー 

ジェフ・ブラウン （あすなろ書房） 

ミリー・モリー・マンデーのおはなし 

ジョイス・Ｌ・ブリスリー （福音館書店） 

ふしぎふしぎ・ぼうけん 

＊えほん＊ 

おしゃべりなたまごやき 

寺村輝夫 長新太 （福音館書店） 

  かいじゅうたちのいるところ ☆ 

モーリス・センダック （富山房） 

まどからおくりもの 

 五味太郎 （偕成社） 

 

 

 

＊ものがたり＊ 

エルマーのぼうけん 

ルース・スタイルス・ガネット （福音館書店） 

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） 

たんたのたんてい 

中川李枝子 （学研） 

ちいさなおはなしやさんのおはなし 

竹下文子 （小峰書店） 

へんてこもりにいこうよ 

たかどのほうこ （偕成社） 

なぞなぞライオン 

佐々木マキ （理論社） 

 

おはなしいろいろ 

＊えほん＊ 

おうちにいれちゃだめ! 

ケヴィン・ルイス ディヴィッド・エルコリーニ （フレーベル館） 

おじさんのかさ ☆ 

佐野洋子 （講談社） 

ジオジオのかんむり ☆ 

岸田衿子 中谷千代子 （福音館書店） 

  としょかんライオン☆ 

   ミシェル・ヌードセン ケビン・ホークス （岩崎書店） 

ねこのくにのおきゃくさま 

シビル・ウェッタシンハ （福音館書店） 

ペレのあたらしいふく 

エルサ・ベスコフ （福音館書店） 

 ＊ものがたり＊ 

うさぎのぱんとぶたのぱん 

小沢正 （小峰書店） 

おかあさんだいすき  

マージョリー・フラック （岩波書店） 

おさるのまいにち 

いとうひろし （講談社） 

こぐまのくまくん 

Ｅ．Ｈ．ミナリック （福音館書店） 

はなのすきなうし 

マンロー・リーフ ロバート・ローソン （岩波書店） 

まりーちゃんとひつじ ☆ 

フランソワーズ （岩波書店） 

  れいぞうこのなつやすみ 

    村上しいこ （ＰＨＰ研究所） 


