
書  名 著者名 出版社 出版年

あたまをつかった小さなおばあさん ニューウェル∥さく　 福音館書店 1974

あのねわたしのたからものはね ユードリイ∥さく 偕成社 1983

アンディとらいおん ドーティ∥え 福音館書店 1961

いやいやえん なかがわ  りえこ∥さく 福音館書店 1980

エルマーのぼうけん ガネット∥さく 福音館書店 1963

おおはくちょうのそら てしま  けいざぶろう∥さく リブリオ出版 2001

おさらのぞうさん もりやま  みやこ∥さく 小峰書店 2003

おさるとぼうしうり スロボトキーナ∥さく 福音館書店 1970

おじさんのかさ さの　ようこ∥さく 講談社 1992
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ ロッシュ=マゾン∥さく 福音館書店 1981

おっとあぶない リーフ∥さく 学習研究社 1978

おともださになりま小 たかどの  ほうこ∥さく フレーベル館 2005

おばけやさん1～3 おかべ   りか作 偕成社 2011

おへそのあな はせがわよしふみ∥さく BL出版 2006

おもちゃ屋へいったトムテ ベスコフ∥さく 福音館書店 1998

おやつにまほうをかけないで さとう まきこ∥さく　いせ ひでこ∥え 小峰書店 2009

おんがくかいのよる たしろ　ちさと∥さく ほるぷ出版 1987

かえるのエルタ なかがわ  りえこ∥さく 福音館書店 1964

かみなりのちびた まつの  まさこ∥さく 理論社 1976

きいろいばけつ もりやま　みやこ∥さく あかね書房 1985

くまの子ウーフ かんざわ  としこ∥さく ポプラ社 1979

車のいろは空のいろ　白いぼうし あまん  きみこ∥さく ポプラ社 2004

クルミ森のおはなし1～4 すえよし  あきこ∥さく ゴブリン書房 2009

コアラゆうびん さいとう  ひろし∥さく 理論社 1997

子うさぎましろのお話 みよし　せきや∥え ポプラ社 1989

ごきげんいかががちょうおくさん ポター∥さく　 福音館書店 2004

ごきげんなすてご いとう  ひろし∥さく 徳間書店 1995

こぎつねコンチ なかがわ  りえこ∥さく　 福音館書店 1987

こぎつねコンとこだぬきポン ふたまた えいごろう∥え 童心社 1977

こぐまのくまくん ミナリック∥さく 福音館書店 1980

これならおとくいジェラルディン コンフォード∥ぶん リブリオ出版 2000

さっちゃんのまほうのて たばた  せいいち∥さく 偕成社 1982

ざぼんじいさんのかきのき すとう  あさえ∥ぶん　おりも  きょうこ∥え 岩崎書店 2000
しあわせいっぱい荘にやってきたワニ ウィリアムズ∥ぶん 福音館書店 2004

ジェインのもうふ ミラー∥ぶん 偕成社 1971

ジオジオのパンやさん きしだ  えりこ∥さく あかね書房 1975

じめんのうえとじめんのした アーマ ・Ｅ・ウェバー∥作 福音館書店 1988
スーホの白い馬　 あかば  すえきち∥が 福音館書店 1967

すんだことはすんだこと ガアグ∥さいわ　 福音館書店 1991

せかいのひとびと スピアー∥さく 評論社 1982

そらをとんだけいこのあやとり やまわき  ゆりこ∥さく 福音館書店 1985

たくさんのお月さま スロボトキン∥え 徳間書店 1994

ターちゃんとルルちゃんのはなし たかどの  ほうこ∥さく アリス館 1996

ちびっこ大せんしゅ シド・ホフ∥さく　光吉　夏弥∥訳 大日本図書 2010

チムとゆうかんなせんちょうさん アーディゾーニ∥作　瀬田　貞二∥訳　福音館書店 1980

たんたのたんけん なかがわ  りえこ∥さく 学習研究社 1971

ちいさいおうち バートン∥さく　 岩波書店 1979

ちいさいねずみ さとう　わきこ∥さく 偕成社 1985

ちびねこチョビ かどの  えいこ∥さく 　 あかね書房 1990
チュウチュウ通りのゆかいななかまたち ロッダ∥さく あすなろ書房 2009

       小学校低学年の本 １００選   米子市立図書館



天使のかいかた なかがわ  ちひろ∥さく 理論社 2004

てんぷらぴりぴり まど  みちお∥さく 大日本図書 1968

どうぐはなくても ビアンキ∥原作　チャルーシナ∥え 福音館書店 2007

としょかんライオン ヌードセン∥え 岩崎書店 1997

とびうおのぼうやはびょうきです いぬい  とみこ∥さく 金の星社 1982

ともだちができちゃった！ セラ・アシャロン∥ぶん 大日本図書 2010

どれみふぁけろけろ あずま  くんぺい∥さく あかね書房 1981

ながいながいペンギンの話 いぬい  とみこ∥さく 理論社 1999

なぞなぞライオン ささき　まき∥さく 理論社 1997

なないろ山のひみつ そや かおる∥作　はやし　あきこ∥え 福音館書店 2002

なんじゃもんじゃのいのち にしみ  やえこ∥え 金の星社 2005

なんでもふたつさん クラッチ∥さく 大日本図書 1977

にんきもののひけつ もり　えと∥さく 童心社 2001

のはらうた くどう  なおこ∥し 童話屋 1984

はがぬけたらどうするの ビーラー∥ぶん　 フレーベル館 1999

はじめてのキャンプ はやし  あきこ∥さく 福音館書店 1984

はちうえはぼくにまかせて ジオン∥さく　グレアム∥え ペンギン社 1993

はなのあなのはなし やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店 2007

番ねずみのヤカちゃん ウィルバー∥さく 福音館書店 1992

パンのかけらとちいさなあくま うちだ　りさこ∥さいわ 福音館書店 1992

ひとくち童話1～6 ひがし　くんぺい∥さく フレーベル館 1995

びゅんびゅんごまがまわったら はやし　あきこ∥さく 童心社 1982

ふうたのはなまつり あまん　きみこ∥さく あかね書房 2001

ふしぎの森のヤーヤー うちだり  んたろう∥作　たかばたけ  じゅん∥絵 金の星社 2004

ぶたのぶたじろうさん1～10 うちだ  りんたろう∥文　スズキ コージ∥え クレヨンハウス 2006

ふたりはともだち ローベル∥さく 文化出版局 1978

ふたりはなかよし イローナ・ロジャーズ∥さく そうえん社 2007

ふらいぱんじいさん かんざわ  としこ∥さく　 あかね書房 1978

へびのネロネロ たにしんすけ∥作　いわむらかずお∥え 理論社 2002

ぺちゃんこスタンレー ブラウン∥さく あすなろ書房 1998

ペニーさん エッツ∥さく 徳間書店 1997

へんてこもりにいこうよ たかどの ほうこ∥作 偕成社 1995

ぼくのぼうけん なかのひろたか∥作 福音館書店 2000

ぼくはロボットパン さくらい のぶお∥さく　にしかわ おさむ∥え 小峰書店 1994

マコチン はいたに けんじろう∥さく　 あかね書房 1978

まつげの海のひこうせん やました　はるお∥さく　すぎうら　はんも∥え 偕成社 1983

マーシャと白い鳥 ﾌﾞラートフ∥再話　でくね　いく∥さく 偕成社 2005

まのいいりょうし せたていじ∥再話　あかばすえきち∥え 福音館書店 1975

マンホールからこんにちは いとう  ひろし∥さく 徳間書店 2002

みどりいろのたね たかどの ほうこ∥作　おおた　だいはち∥え 福音館書店 1988

みどりのスキップ あわ　なおこ∥作 偕成社 2013

ものぐさトミー デュボア∥さく 岩波書店 1977

ももいろのきりん なかがわ  りえこ∥さく 福音館書店 1965

もりのへなそうる わたなべ  しげお∥さく 福音館書店 1971

やくそくだよ、ミュ こでまり　るい∥さく 岩崎書店 2012

やまぐにほいくえん そや  きよし∥さく　 福音館書店 1979

やまんばのにしき まつたに みよこ∥ぶん ポプラ社 1967

らいおんみどりの日ようび なかがわ  りえこ∥さく 福音館書店 1969
ロバのシルベスターとまほうのこいし スタイグ∥さく　 評論社 2000

ワニのライルがやってきた ウエーバー∥さく 大日本図書 1984

本はともだち　いっしょにあそぼう！


